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プロローグ

私は30年近く前に日立（当時の日本ビジネスコンサルタント）を退職し、ビジネ
スコンサルタントとして独立した。その時のコンサルティングテーマはITベンダーが
当時考えていたソリューションビジネスという新しいビジネスモデルを立ち上げるこ
とであった。

このソリューションビジネスの遂行には組織改革とその新しい組織で新しいビジ
ネスをマネジメントしていく人が必要となった。そのため私に「新しい経営者とマネ
ジャーの養成」という仕事がいくつかのITベンダーから舞い込んできた。この仕事
は1人ではできないので、MCシステム研究所というコンサルタントがコラボレートす
る会社を創った。

1990年代後半に入って私のビジネスに転機が訪れた。それはひょんなことから
ハウス食品、近畿コカ・コーラボトリング（現在のコカ･コーラウエスト）という消費財
メーカーから「変革のためのヒト創り」という仕事の引合があったことである。従来
型の経営者教育、マネジメント教育では満足しない企業が、ソリューションビジネス
というビジネスモデル変化に伴って私がやった「経営者、マネジャー養成」の噂を
聞いて、当社へ引合を出してくれたのである。

この2社でやらせていただいたことをベースに「変革のための経営塾＆リーダー
塾」（経営者、リーダーを育てる人材育成）というセミナー商品を開発した。

経営塾＆リーダー塾の開発
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この商品は業種業態を問わず多くの企業で導入され、この塾の卒業生は1万人
を超えた。こうして「経営塾＆リーダー塾」は大ヒット商品となった。

経営塾＆リーダー塾の開発

2000年代中盤になって、立て続けに「新しいタイプのクライアント」からの引合が
続き、私は仕事の重心をそちらへ移していくことにした。この「新しいタイプのクライ
アント」とは「顧客の注文を受け、商品、サービスを提供する」というビジネスを遂行
する企業である。業界としてはエンジニアリングベンダー、建設業、法人向けサー
ビス業･･･といったものである。そして私は彼らが異口同音に言う「変革」、「イノベー
ション」をコアテーマとして「経営塾＆リーダー塾」を、彼らのビジネスに合わせて
バージョンアップしていった。そして気が付いてみると、この「経営塾＆リーダー塾」
という商品はリリースした当初とは全く異なるものとなっていた。

ただよく考えてみると私が最初に携わったITベンダーも「顧客の注文を受け
て･･･」というタイプであった。そして「新しいタイプのクライアント」もITベンダー同様、
異口同音に「ソリューションビジネス」をそのテーマとしていた。不思議な因縁であり、
今思えば原点回帰だったのかもしれない。

このクライアントは次のような共通の特徴を持っていた。
「業界シェア№1（もしくは業界シェア№2だが、特定セグメントでは№1）」
「ここ数年売上は安定し、利益も順調」

安定からの脱却
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しかし「№1、安定」によってシェア拡大という目標を失い、コストダウンによる利益
アップしか目標がなくなり、組織は次第に沈静化してしまった。「拡大」と「コツコツと
コストダウン」ではムードが違って当然である。そしてこれに気づいた経営者がもう
一度「成長」を目指して、変革を志向しているという状態であった。

安定からの脱却

これらのクライアントは「組織の上位レベルから変革のための人材育成をやって
いく」ことが多かった。すなわち経営者予備軍を対象とした経営塾から入り、徐々
に下位層に向かい、マネジャー候補者、リーダー候補者を対象としてリーダー塾へ
と入っていく。

経営者予備軍の多くはどの会社も「元気」であり、経営者への意欲をむき出しに
して、経営塾というセミナーに参加してくる。そしてこれまで自らが仕事しかやって
こなかったことを反省し、経営者になるためのナレッジ習得という学習を必死に
なって行う。

この経営塾用のテキストとして私が開発したのが、拙著「コーポレートイノベー
ション」（産業能率大学出版部2006年刊）、「マーケティングイノベーション」（同2012
年刊）、「ファイナンスイノベーション」（同2014年刊）、「イノベーションリーダー」（同
友館2014年刊）、「日本企業、成長戦略のベクトル」（同2016年刊）という本である。
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次の層のリーダー塾に対しても同様に拙著「マネジメント3.0」（同友館2012年刊）
をテキストとして開発し、「新しいマネジメント創り」という変革を受講者と考えていく
こととした。

しかしこのリーダー塾をやって行くうちに私は異変に気づいた。40歳代以下の
リーダーたちに元気がないことである。リーダー塾に参加するくらいなので学習意
欲は高い。セミナーの欠席者、途中脱落者もほとんどなく、皆が真剣にディスカッ
ションして、レポートを作成する。しかし元気がない。緊張感はあるが盛り上がりが
ない。

セミナーの休み時間にこれがはっきりと見られた。これまでの経営者予備軍対象
のセミナーの休み時間では、久しぶりに会った仲間と大きな声で笑いながら話し、
終わったら飲みに行ったり･･･という感じだった。しかし最近の若い受講者（と言っ
ても40歳を過ぎた人も多いが）はまわりとあまり話もせず、仕事のメールのために
厳しい顔でパソコンに向かい、部屋の隅に行って携帯電話でボソボソと話したり、
さらには机に頭を垂れて寝ている人もいる。「本当に忙しく疲れている」という感じ
である。

若者に元気がな
い若者に元気がない
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そこで私はこのセミナーで彼らに「働く現場」についてディスカッションしてもらっ
た。そこで出てきたのは不満、というよりも悲痛な叫びであった。

「人手不足が激しい」「若い人がやめてしまう」「心の病を持っている人への対処
がわからない」「休みがほしい」「三六協定の残業時間が守れない」「サービス残
業が常態化している」「本社からの資料要求が厳しい」「特定の人に仕事が集中し
て、その人が疲れ切っている」･･･。

さらには「会社に身を捧げて仕事をしているのに何の報いもない」といった少し
耳を疑うような声さえ挙がる。

私はこのシーンをずっと昔に見たことに気づいた。それは私が30年くらい前にい
たシステム開発業界である。このシステム開発業界も先ほどの「顧客の注文を受
け、商品、サービスを提供する」という特徴を持っている。システム開発業界は
1980年代後半から90年代初頭にかけてのバブル期に「消費税導入、元号改正、
金融第3次オンライン、･･･」といった受注の波が重なって、マーケットが膨れ上が
り、人手不足の中、残業の嵐となり、働くビルは不夜城となっていった。そして私
のまわりにも疲れ切って死体のようになって寝ている人（本当に死んでしまった人
も何人もいた）が溢れていた。
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これと同じ状況が私のクライアントに起きていることがわかった。いわゆる「2020
年東京オリンピックバブル」である。クライアントは№1シェアであるがゆえ、さまざ
まなタイプの仕事があって標準化ができず、その仕事は技術志向型から「顧客の
言う通りに作る」という労働集約型となっていった。そしてこのバブルの中で顧客の
納期要求、コストダウン要求はかえって厳しくなり、それに耐え得る力を持っていた
が故に大ピンチとなっていた。すなわち業界№1の会社に入社し、優秀でそして根
性のある人（ない人は退職してしまう）がこの激しい波の中で必死に、そして体を
張って働いていたのである。

私はこの大ピンチをクライアントの経営者に伝えていく。無論経営者たちもそのピ
ンチを理解する。

ただ多くの経営者の心の中には「我々だって苦しい時代はあった。そしてそれを
乗り切ったからこそ今の我々がある。今時の若者たちはクールで根性がない。もっ
と“明日を夢見て”がんばってほしい」という気持ちがある。そのため彼らの「明日
の夢」を創るべく、長期経営構想というビジョンやそれに基づく戦略ベクトルを中期
経営計画といった形で打ち出す。

しかし若者たちはこれを見ている余裕がない。そこで私のやっているセミナーで
経営者の作った夢（ビジョン、戦略ベクトル）についてディスカッションしてもらった。

夢を創ったはずが・・・
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その結果は「この夢は一体誰が作っているのか？本当に現場を知っているの
か？こんなことできっこない」という反感しか挙がらない。現場が信じていない夢な
んて実現するはずもなく、戦略は全くと言ってよいほど進まない。

次第に現場には絶望感さえも漂ってくる。リーダー塾の受講者にこの現場に関し
てレポートを書いてもらうと、本当に涙が出てきてしまう。
「我々は一体何のために仕事をしているのだろう。毎日毎日が戦争で体がすり
減っていくと感じている」

夢を創ったはず
が・・・

「夢を持って入ってきた新人に『がんばろう』と言えない。がんばってもその先に何
があるのかがわからない」
「お客が恐い。どうしてあんなに乱暴なことが言えるんだろう。どうして会社は私た
ちを守ってくれないんだろう」
「辞めていく後輩に『残ってほしい』と言えない。去っていく方が幸せに見えてしま
う」

そしてリーダー塾を続けていくうちに、レポートには書けない本音がディスカッ
ションで挙がり始める。

「このセミナーで話し合ってきたことを我々の上司は知っているのか。というより
も上司たちはこのセミナーを受講しているのか。現場に戻れば上司は利益、利益
しか言わない。サービス残業だって無言の圧力でやらされてしまう」
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悲惨な現場から成り上がった“上司”は、我が身を守るため“目標必達“を部下
に押し付けてくる。パワハラである。彼ら上司はそのセミナーを受講しているのだ
が（自分が何をやっているのかはわかっているのだが）、目標達成しないと上司で
はなくなり、また苦しい現場で働かされることを恐れて、現場で働く若者から目を
そむけてしまう。

一方、セミナーで変革に心から合意した優秀な人は、現場の直属の上司から部
長、本部長、執行役員と駆け上がってしまい、どんどん現場から離れて行ってしま
う。

政府の内政干渉

そしてここにきてこの会社へ外から大きな風が吹いてくる。
政府が「働き方改革」を声高にして叫び、次々と規制を強化していく。これまで

「労使でよく相談してwin-winになるように」くらいしか言わなかった政府が企業の
内政干渉にズカズカと入ってくる。

「労使で合意しても一定以上の残業は認めない。そしてこれに刑事罰を付ける」
「サービス残業を摘発し、犯罪として立件する」
「派遣、契約社員などの非正規をやめ、無期雇用に変えろ」
「女性の管理職を全体の30％としろ」
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そして「名ばかり管理職に残業代を払え」といった労働者が企業を訴えた裁判は、
企業が全敗してしまう。

政府は、同盟国であり自由主義の国アメリカではほとんど考えられないような労
働規制を入れ、さらなる規制強化策を次々と打ち出してくる。こんなこと労働組合
でさえ一言も言っていないのに、社会主義国家であるドイツ、フランスなみの働く社
会を目指す。この激しい嵐の中で経営者は茫然と立ちすくみ、打つ手が浮かばな
い。

政府の内政干渉

働き方改革と言ってはみたが・・・

多くの経営者はその会社の事業のリーダーではあるが、人事システムについて
など考えたこともない。だから人事異動（誰を部長にするか）以外の「人事」につい
ては人事部や人事コンサルタントに丸投げしている。がんばって働いた“結果”に
ついては興味はあるが、その働く仕組、ルールについては考えたこともなかった。

この嵐の中での経営者は「残業上限を守れ」「生産性を上げて残業を削減しろ」
くらいしか言えない。現場はそんなことを言われても何をしてよいかわからない。

「残業上限」には当然のように「それで顧客に迷惑をかけてもいいのか」と反論
が出る。しかし経営者、ミドルマネジャーたちは「迷惑をかけてもいい」とは言えず
「何とかかんばれ」と言ってしまう。これが最悪の違法行為「サービス残業」を生み、
気が小さく、どうしてよいかわからない上司はパワハラをやり、能力が高く気持ち
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の弱い人を心の病にしていく。それを見て能力が高く自信のある若者は現場を
去っていく。残された「普通の人」は泥舟でもがいている自分を感じ、心が沈んで
いく。

もう1つの「生産性を上げろ」も具体策がないので何をしてよいかわからない。IoT
がその光なのであろうが、現場からすればそれは遠い将来の光（つまり2020年の
オリンピックが終わってからの）であって、今のこの現場をどうしてよいのかわから
ない。

そして経営者は「働き方改革室」といったチームを作るのだが、そこに配属され
た人は何をやってよいかわからない。

働き方改革と言ってはみたが・・・

働き方改革のテキスト

2016年に入って多くの会社から「働き方改革」（女性活躍も含めて）というスト
レートなテーマでの仕事が私の所へ次々と入ってくる。これは経営塾＆リーダー
塾の「組織・マネジメントセミナー」の所でやっていたものを、このテーマだけズー
ムアップして、プロジェクト学習というスタイルでやってほしいというものである。プ
ロジェクト学習とは特定のテーマについてセミナーで学習し、その後、ワークアウト
（グループごとにアウトプットを作る）し、その結果を経営者とディスカッションする
というものである。
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本書はこの2016年の1年間の「働き方改革」セミナーを経て、「働き方改革」を進
めていくためのテキストとして書いたものである。その書くスタンスは、もし私が企
業にいて、会社から「働き方改革推進室長」に任命されたら「どう動くか」を書いた
ものである。そして私は自らが考えた「この働き方改革」をワーキング・イノベー
ションと名付けた。

働き方改革のテキスト

私なら大きく3つのステップを踏む。これが本書のPARTⅠ、Ⅱ、Ⅲである。
まずは働き方改革に関する外部情報を整理する。その柱は労働法のトレンドと

政府の働き方改革の今後のベクトル、つまり社会が「今何を求め、今後何を求め
ていくのか」を考えることである。これがPARTⅠ「社会からのワーキング・イノベー
ションの要請」である。

次にその社会ベクトルの中でのワーキング・イノベーションのための“戦略”を考
える。これについてはセオリー通り「理念を定義し、それをフレームワークとして戦
略ベクトルを作る」というスタイルで行う。そしてその重点戦略ベクトルのテーマは
「残業削減」「ワーク・ライフ・バランス」「ダイバーシティ」の3つである。そのうえで
この戦略ベクトルについて、トップの了承を得る。これがPARTⅡ「ワーキング・イノ
ベーション戦略」である。
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最後にワーキング・イノベーションの戦略を実現すべく、具体的な“新しい働く仕
組”を経営者へ提案する。提案すべき項目は組織構造、人事システム（給与、人
事制度、人事評価）、人材育成の3点である。これがPARTⅢ「ワーキング・イノ
ベーション・システム」である。

本書はこのワーキング・イノベーションのために、私が書いたクライアントへ向け
ての提案書であり、働き方改革を考えていく人のためのテキストである。

なお本書には私が関わった企業が登場するが、これらを以下のような略称で書
いている。

・ハウス→ハウス食品グループ本社、ハウス食品、ハウスウェルネスフーズを中
核とする企業グループ。
・コカ・コーラウエスト→西日本のコカ・コーラボトラーが統合してできた会社。現在
はコカ・コーライーストジャパンと経営統合して、コカ・コーラボトラーズジャパンとい
う企業グループのメンバーとなっている。
・アズビル→旧社名「山武」。計測と制御のトップベンダーであるアズビルを中核と
する企業グループ。
・高砂→空調工事のトップベンダー高砂熱学工業を中核とする企業グループ。
・日揮→グローバルエンジニアリングベンダーの日揮を中核とする企業グループ。
・日立→日立製作所を中核とする企業グループ。
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これらの企業について、これまでの拙著とは異なり、テーマが組織・人事に関す
ることであるので、各企業に関する情報はすべてディスクローズ（すべて上場企業
である）されているものだけを使用した。私が上記企業に関わる中で得た情報は
入っていない。
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PART1Ⅰ 社会か
らのワーキン
グ・イノベー
ションの要請

ワーキング・イノベーションを求めているのは社会、というよりも国である。
行政機関である政府は「働き方改革」を強く訴えている。特に安倍首相は近年の最
大テーマである成長戦略の中心ベクトルとして「働き方改革」を掲げ、これに歩調を
合わせる形で立法機関である国会が「働き方に関するルールである労働法」を次
々と改正していく。あわせて行政機関と裁判所を中心とする司法機関がタッグを組
んで、働き方に関するルール違反を摘発し、「これまで許していたことも絶対に許さ
ない」という強い姿勢を見せている。
そしてこの働き方改革のテーマは残業規制、女性活躍、非正規労働と幅広く、これ
を深く、スピード感を持って改革を進めている。

本書でいうワーキング・イノベーションは、社会の要請に応えるだけでなく、この社
会課題を先頭に立ってソリューションし、社会全体をリードしていくというスタンスで
行う「民間企業の活動」である。

PARTⅠでは国の考えている働き方改革、労働法の変化ベクトルをとらえることを
テーマとする。



第１章 フレームワークとしての労働法

第1章フレームワーク
としての労働法



１．法

（１）法の定義
労働法を理解するために、まずは法について理解しよう。

法（law）の定義であるが、これまで私が書いてきた本よりもやや広くとり、「社会に
おいて守るべき規範」とする。
この定義の下で法は2つに分類される。
・ハードロー

国などの社会によって設定され、それを行うことが強制されるルール。したがって
社会は、裁判所などによってその違反に対しペナルティを課すことができる。（従
来から私の本で使ってきた法の定義。）
・ソフトロー

やはり国などの社会によって設定されたルールであるが、その強制力が弱いも
の。例えば「企業への努力義務」などがこれにあたる。労働法の世界ではよく使わ
れる。
ハードローはその強制する相手によって2つに分かれる。1つは国自身であり、そ
の代表が「憲法」である。したがって憲法は国（国会）だけで決めることはできない
。というよりも、もうできているので、その改正については国民の了承（国会の両院
の2/3以上の賛成で発議して、国民投票による過半数の賛成）が必要となる。

１．法 (1)法の定義



2つ目は国以外であり、これを「法令」という。法令の代表が法律という国会で決
めた法である。法令には法律の他に政府が決める「命令」（内閣として制定したも
のが政令、省庁で制定したものが省令）、地方公共団体が決める「条例」などがあ
る。
労働法の世界では、よく法律で方針を決め、細かいルールは「省令に定める」（労
働法では厚生労働省令）としている。これによって国は「法律を変える」という手続
を踏まないでも、行政側が状況を見ながら細かいルールを変更できる。
法では、「やってはいけないこと」の他に「行為の制限」を設けることが多い。これを
「規制」という（この制限を緩めることが「規制緩和」である）。規制には認可（その
行為が公の機関の同意を得なければ成立しないもの。学校の設立など）、許可（
一般には禁止したことを免除すること。タバコ小売など）、免許（許可と同じ意味。
酒類販売など）、登録（一定の事柄などを政府などの備える特定の帳簿に記載す
る必要があるもの。旅行業など）、届出（一定の事柄を公の機関に知らせる義務が
あること。美容室開業など）などがある。要するに認可、許可、免許は「おかみ」の
OKなしにはできず（したがって取消も可能）、登録、届出は「やってもよいが、やる
時は教えろ」というものである。
ただ「規制」という言葉はこの「行為の制限」だけでなく、もっと幅広く「法によるコン
トロール全体」という意味で使っていることが多い。以降の本書ではその意味で使
う。



（２）法の遂行チェック
法の遂行チェックは、主に司法である裁判所の裁判によって行われる。
ハードローのルールは大きく2つに分かれている。「民事」（人と人の間の権利、義
務などに関するもの）と「刑事」（犯罪に関するルール）である。したがって裁判にも
民事裁判と刑事裁判がある。
①民事裁判
民事裁判には前工程として「示談」というものがある。示談とは、個人や企業の2者
間の争いごとを裁判によらず和解することである。パターンとしては「話し合い」（こ
れだけを示談ということもある）、「調停」（裁判所などの第三者が入り調停案を出し
、これに合意すること。合意しないと裁判となる）、「仲裁」（当事者が選んだ裁判所
以外の第三者が入り、決着を付けること。両者の合意は不要で強制力を持つ）が
ある。
示談が成立しないと、当事者の一方が裁判所に訴状という文書を出す。この行為
が「訴訟を起こす」（訴えてやる！）というものである。訴えた方を原告、訴えられた
方を被告という。民事裁判は途中で和解できれば裁判はいつでも中止できる。
裁判は審理→判決→不服（第一審の判決が不服なら第二審へ。これを控訴という
。

（２）法の遂行チェック



第三審へは上告という）→確定と進み、当事者はこれに従わなければならない。
一方が従わない時は、裁判所が強制執行（強制的に従わせる）を行うことがある。
控訴、上告などで判決が確定しない時でも途中の判決をベースとして強制執行を
行うこと（仮執行という）ができる。判決自体が出る前に裁判所が暫定的に何かを
指示することもあり、これを仮処分という。
近年、労働者が会社を訴えるという形で民事裁判が多発している。ほとんどのケ
ースで労働者が勝っている（勝訴という）。



②刑事裁判
刑事裁判はまずは捜査から始まる。これを担当するのが検察官＊と司法警察職員
である。
司法警察職員には、一般司法警察職員（いわゆる警察官）の他、労働基準監督官
（労働法に関しての警察官）、国税査察官（税法に関する警察官。いわゆるマルサ
）、公正取引委員会（独禁法などに関する警察官）、証券取引等監視委員会（金融
商品取引法などに関する警察官）などの特別司法警察職員がある。
労働法の警察である労働基準監督官は主に労働基準監督署にいて、一般の警察
官と同等の権限を持っている。

捜査は上記の警察官または検察官が担当し、任意捜査（国家権力を用いない）
、強制捜査（逮捕、家宅捜索など）によって犯人らしき人（被疑者）を特定する。被
疑者が弁護人（原則として弁護士）を選ぶと、検察官に渡される（これを送検という
。逮捕しないで行うことを書類送検という）。送検されると検察官が調べ、起訴（裁
判をする）、不起訴（しない）を決める。起訴になると検察官は起訴状を裁判所に出
し、裁判となる（少額罰金刑には簡易で済まされる略式手続がある）。裁判が始ま
ると、民事と同様に被疑者は被告、検察官は原告となる。審理は事実認定が主で
ある。被告は拘留されるのが原則であるが、保証金を払って釈放されることがある
（保釈という）。被告人に判決としての刑が宣告され、原告、被告のどちらかが不服
であれば、控訴、上告へと進む。

＊ 司法試験に合格してその資格を得た人材を法曹といい、裁判官、検察官、弁護士という3つの職種を担当することができる。検察官
の中に検事、検事長、検事総長などの階級がある。



（３）民法
労働法は主に民法と会社法とのインタフェースを持つ。ここでは民法とのインタフ

ェースについて述べる。
民法では契約を「当事者間で“申込”と“承諾”という意思表示が合致した結果、債
権、債務が発生するもの」と定義している。債権とは「人（会社のような法人＊1も含
めて）が人に対して何らかの行為を請求することができる権利」であり、債務とは「
人が人に対して何らかの行為をしなくてはならない義務」のことである。
民法では典型的な13種類の契約（典型契約または有名契約という）についてルー
ルを定めている。その中で「他人に仕事を頼む」というスタイルの契約として、次の
3つを定義している。
・請負契約･･･一方が仕事の完成を約束して、一方がこれに報酬を支払うことを約
束する契約。有料であり、仕事の完成までは請負者（仕事をする方）に責任がある
。ビジネスの世界では、請負者は「仕事の注文を受ける」ので受注者といい、仕事
を出す方を発注者という。また受注者が、その仕事の一部を別の人へさらに発注
すると、発注側を元請、受注側を下請という。
・委任契約＊2･･･事務処理などの仕事を委ね、任せることを内容とする契約。無料
または有料。そのルールが契約に書いていない限り、解任（委任者が受任者をク
ビ）、辞任（受任者から辞める）が法的にはいつでもできる。会社（委任者）と取締
役（受任者）との契約はこの委任契約にあたる。

（３）民放



雇用契約･･･労働者が労働を提供することを約束し、使用者（提供された労働を使
用する人）が賃金＊3を支払うことを約束する契約。この「労働」とは使用者の指揮命
令下で仕事を行うもの（78ページ参照）をいう。

雇用契約はその目的が「労働提供」（＝仕事をする）そのものであるのに対して、
請負契約は「仕事の完成」（＝仕事の成果物）を目的としている。つまり雇用契約
は労働者が決められた時間に働けば債務（＝指揮命令どおりの労働をする義務）
を果たしたことになるが、請負契約ではその仕事が「約束した形の成果物」を生ま
なくてはならない。

雇用契約は使用者の指揮命令下で仕事を行うが、委任契約は受任者が自らの
意思、裁量で仕事を行う。くり返しになるが指揮命令下で働くことが労働であり、委
任契約による仕事の遂行は労働ではない。



この「労働」に関するルール全体を労働法と呼び、このルールでなされる契約を
労働契約という。労働法における労働契約は雇用契約とニアリーイコールである。
雇用契約は民法で定義されていたが、労働契約は従前労働法で定義されておら
ずファジーなものであった。それが2008年制定の労働契約法で、上記の雇用契約
と全く同じ形で定義された。しかしこの法で労働契約はその「定義の解釈」を少し
広げ、「雇用契約のみならず、民法上の請負契約、委任契約という契約スタイルを
採っていても、実質的には誰かの指揮命令下で労働し、賃金をもらっているスタイ
ルであれば、労働法の対象となる」と定めた。

＊1 法人とは何らかの法律で個人と同様に名前を持ち、その法律で「やっていいこと、いけないこと」が定められているもの。法人の代表
は会社であり、会社法に基づいて設立される。

＊2 民法の「委任契約」は法律行為（法律的に意味のある権利が発生すること。本文にある会社法の取締役など）を対象とし、それ以外
の行為（仕事の依頼）を対象としたものを準委任契約と呼んでいる。ただ準委任契約は「委任契約のルールにしたがう」となっているので
、委任契約と同じと考えて問題ない。また、準委任契約と請負契約を含めて業務委託契約と言ったりもするが、法的なバックボーンはな
い。したがって本書では準委任契約、業務委託契約という言葉は使わない。

＊3 「賃金」はビジネスで通常使っている「給与」と同意である。法ではこの用語を使っているため、本書でも法を説明する時は「賃金」と表
現する。またビジネスに関して使う時は「賃金」では違和感があるので、「給与」という一般用語を使う。



（４）会社法とコーポレートガバナンス
会社法は会社の設立、運営に関する法律であり、2006年に商法から分離独立さ

せる形で生まれた法律である。
会社法ではいくつかのパターンの会社を認めているが、その代表は株式会社であ
る。本書では会社といえば株式会社を指すものとする。
労働法は会社のみならず、自営業などさまざまな労働パターンに関するものを対
象としているが、その中心は何といっても「会社と労働者」という関係である。
この会社法の中で、コーポレートガバナンスに関するものが労働法との大きなイン
タフェースを持つ。コーポレートガバナンスとはさまざまな意味で用いられているが
、本書では「経営者の指名、監査、報酬決定に関する権利」のことを指す。そしてこ
の経営者が実質的には会社に代わって労働者と契約を結ぶことになる。したがっ
てコーポレートガバナンスのうちの指名権（誰が経営者を選ぶのか）が「労働」（働
き方）に与える影響は大きい。
また上場企業においては金融商品取引法（金商法と略す）による規制もあり、これ
がコーポレートガバナンスに与える影響も大きい。
これらコーポレートガバナンスについての法は、今進められている労働法改革に
先行して大きく改革されていった。そしてこの改革された（まだ改革が進んでいる）
コーポレートガバナンスの中で労働法の改革および、ワーキング・イノベーション
のベクトルは決定される。

（４）会
社法とコ
ーポレー
トガバナ
ンス



本項ではこのコーポレートガバナンス（以降ガバナンスと略す）について考えてい
くこととする。
日本企業、特に上場大企業のガバナンスは、グローバル化の波の中で大きく揺れ
動いている。ここでは外国のガバナンスについて整理してから、日本のガバナンス
について考えていく。

①ヨーロッパ型ガバナンスモデル
会社という組織の発祥地ヨーロッパでは、大きく3つのタイプの会社が生まれた。イ
ギリスを代表とするアングロ・サクソン型、ドイツを代表とするゲルマン型、フランス
を代表とするラテン型である。
島国イギリスのアングロ・サクソン型はその子供ともいえるアメリカで花開く。そして
世界経済のトップに立つアメリカはこれをグローバルモデルと呼んでいる（本書で
はアメリカ型ガバナンスモデルといい、後述する）。
一方、イギリス以外の陸続きのヨーロッパではゲルマン型がラテン型を吸い取る形
でヨーロッパ型ガバナンスモデルを作った。ヨーロッパ型の特徴は企業市民（コー
ポレートシチズン。「企業も社会市民の一員」という考え方）をベースとする「強い
CSR＊」と、「会社と労働者が対等」という2つのバックボーンにある。



ヨーロッパ型の会社法は国によって異なるが、このヨーロッパモデルを作ったドイ
ツでその姿がはっきりと見える。ドイツの会社機関は株主総会、監査役会、取締役
会と日本と同様であるが、その役割は大きく異なる。日本の株主総会は最高意思
決定機関であるが、ドイツの株主総会の主な権限は監査役の選任である。ドイツ
の会社の最高意思決定機関は監査役会であり、ここがガバナンスを持つ。すなわ
ち経営者である「取締役」の選任、監督、報酬決定権を持つ。このガバナンスを持
つ監査役会には「株主の代表」と「従業員の代表」という2タイプの監査役が同数ず
ついる。すなわち株主と労働者でガバナンスを共有し、それに経営者が従うという
形である。日本の労働法のフレームワークである「使用者（経営者）が労働者から
労働の提供を受ける」というものとは全く異なる形である。イメージとしては「カネを
出す株主と仕事を行う従業員が共同で会社を経営する」という“感じ”である。

＊ Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任。135ページ参照



②アメリカ型ガバナンスモデル
アメリカ社会の原点は自由主義である。この自由主義は18世紀にヨーロッパで

誕生した経済学を理論的バックボーンとしている。「自由競争（何の規制もせずに
競争する）をすれば、社会全体が最大の利益を得られる」というイデオロギー（物
の考え方）である。
この自由主義を支えるものが資本主義である。資本主義では労働以外の生産手
段（設備、カネ）を資本、これを所有する人を資本家、労働力を提供する人を労働
者と呼び、その定義を「資本家は労働者から労働力を買い（！）、自らの持つ資本
と組み合わせて財を生産することで益を得る社会」とする。これを担うスタイルが
会社であり、会社は資本家（会社の株主）のものである。
この自由主義、資本主義をベースとしてアメリカは会社をグローバルに展開し、あ
っという間に世界チャンピオンへと登りつめる。
一方、19世紀に入ってヨーロッパでは成長期のアメリカとは異なり、この資本主義
が「格差」（貧富の差）とそれによる「失業」という大問題を生む（バブル崩壊後に急
速に成熟した日本が抱えている問題でもある）。
そして多くのヨーロッパ諸国が資本主義、自由主義を捨てていく。社会主義（社会
利益のために自由競争を制限）、共産主義（自由競争をやめ、社会利益を皆で共
有する）、すなわち「社会利益の最大化を図る」というイデオロギーが主流となって
いき、社会主義国家、共産主義国家を生む。その走りが20世紀初頭に生まれたソ
連（ソビエト連邦）であり、第2次大戦後は東ヨーロッパで東ドイツ、ポーランドなど
多くのソ連の衛星国を生む。



そして自由主義の立場を採る西ヨーロッパ諸国も先ほど述べた社会主義と資本
主義を折衷したゲルマン型へと収束していく。つまり自由主義を原則とするが、企
業利益よりも社会利益の最大化を優先し、社会が企業に規制をかけるというもの
である。

また中国をはじめとするアジア諸国でも、戦後は社会主義、共産主義が主流とな
る。しかし近年になってグローバル競争の波の中で社会主義、共産主義から自由
主義、資本主義へと変身していく。
話をアメリカに戻そう。自由主義、資本主義の本家本元アメリカも成熟して行く中で
格差が生まれ、社会主義的な色（アメリカの利益を最大化する）を持つようになる。
こうして世界は1つの色になっていく。
しかしアメリカ型ガバナンスは、競争を制限しても資本主義の色は変えない、とい
うよりもより強くしていく。

アメリカは合衆国であり、各州ごとに会社法があるが、あまり大きな違いはない。
日本の株式会社にあたるものはアメリカでは事業会社（business corporation）とい
う。ここでは株主総会がガバナンスを持ち、経営者としての取締役を選任する。日
本の監査役にあたる機関はない。この株主総会はstockholder’s meetingと呼ばれ
る。ここでいうストック（stock）とは会社の所有権であり、これを持つ人が集まって
年に1回総会を開くというものである。その最大テーマは「この会社の事業を続行
するか否か」である。



「解散」と決まれば株のシェア（所有割合）で会社の残余財産が株主に分配される
。ここでは会社（＝株主）と委任契約をしている取締役が解任されるだけでなく、会
社と労働者の間の労働契約もなくなってしまう（契約相手先の会社が存在しなくな
るので）。つまり株主という資本家が経営者（取締役）、労働者に対して生殺与奪
の権を持っている。

取締役は株主の代理人であり、彼らが委任されて経営を行う。ここに監査役は
存在せず、株主がそのチェックを行う。
ここまでは会社法の規定だが、上場会社は日本の金商法にあたる証券取引所法
などの規制によって次のようなガバナンスモデルを持つようになる。

取締役会は会社の基本的な意思決定に関することだけを行い、実際の経営は
取締役会の選任する役員（officer）へ権限委譲する。この取締役から委任された
役員と労働者が労働契約を結ぶ。つまり労働者から見るとこの役員が指揮命令権
を持った上司（ボス）といえる。
この役員の中の幹部クラスを上級経営役員＊1（executive officer）といい、彼らが経
営会議（ボード：boardという）を形成し、経営を進めていく。残りのofficerは労働者
のマネジメントを担当する。このボードのトップがCEO＊2（Chief Executive Officer）
である。
こうして株主の代理人たる取締役会がガバナンスを持ち、ボードが経営、officerが
マネジメントを担当するというモデルとなる。



しかし従来は上級経営役員の多くが取締役を兼務し、かつ取締役会のトップであ
る議長（chairman：日本では会長と訳される）がCEOを兼ねることも多く、ガバナン
ス、特に監査機能に問題を抱えていた。そこで株主からのモニタリングモデル（常
時、経営を監査する機関。日本でいう監査役）として社外取締役（ボード以外の取
締役）の選任、およびこの社外取締役による監査委員会の設置が義務付けられた
。

さらに2001年のエンロン事件（監査機能が働いていないため、不正会計が行わ
れても長年隠蔽されていた）を機に、NYSE（ニューヨーク証券取引所）では次のよ
うなコーポレートガバナンスコード（コードとは基準のこと）を定める。
・取締役会の過半数を社外取締役で構成すること
・社外取締役だけの会合を定期的に開催すること
・社外取締役だけで構成する監査委員会、指名委員会、報酬委員会を設けること
このコーポレートガバナンスコードはソフトローであり、これを破っても罰則はない
が（これに従わない上場企業は、実施しない理由を説明する義務を負うだけ）、上
場企業という立場上、ガバナンスモデルはこのコードに収束していくことになる。
そして現代のアメリカの上場企業は、社内取締役（ボードメンバーの取締役）は
CEO1人というのが一般的であり、株主の代理人としての社外取締役がガバナン
ス（経営者の指名・監査・報酬権）を持つ。まさに「株主が所有する会社」というガ
バナンスモデルであり、その代理人が経営、そして労働者のマネジメントを担うこと
になる。



アメリカではこの株主ガバナンスモデルを理論化して、ビジネススクールで「経営
者予備軍に教える」というスタイルを採った。そのため他国でも学びやすく、まねし
やすい。そして株の取引がグローバル化して行く中で、「NYSEの考え方へ」と世界
中の証券市場のコーポレートガバナンスコードが変化していく。
こうしてアメリカ型株主ガバナンスは世界中の証券取引所（ロンドン、日本、そして
上海･･･）に普及し、上場企業のスタンダードモデルとなっていく。
アジアでは共産主義から自由主義、資本主義へと向かう中国がこれを採り入れた
。そのため中国経済はその巨大人口をバックボーンとして世界中のカネを集める
ことになり、そのビジネスがグローバル化していく。そして隣国韓国も1997年の通
貨危機からグローバル化によって立ち直っていく際に、財閥という株主集中モデル
としてこれを採り入れ、アメリカよりも純粋なアメリカ型ガバナンスモデルとなってい
く。

＊1 executive officerを執行役員と訳すことが多いが、日本の執行役員とは意味合いが違うのでここでは上級経営役員と訳す。
＊2 CEOは最高経営責任者と訳すことも多いが、英語の意味とは異なっているので、ここでは訳さずにCEOをそのまま使う。



③日本型ガバナンスモデル
（ⅰ）法モデルと現実モデル
日本のガバナンスモデルは二面性を持っている。法モデルと現実モデルである。
日本の会社法はヨーロッパ型でもアメリカ型でもないユニークなものである。その
最大の特徴は監査役であり、その位置づけである。
アメリカ型同様に会社への出資者の集まりである株主総会が最高意思決定機関
であり、ストック（解散、合併など）とシェア（取締役選任＝ガバナンス、配当）の2つ
の権利を持つ。ストック権の行使は株主総会の特別決議（株主の2/3以上の賛成）
、シェア権は普通決議（過半数の賛成）である。
そしてヨーロッパ型にもある監査役という機関も規定している。しかしヨーロッパ型
の監査役のように取締役へのガバナンスを持ってはいない。端的に言えば、ヨー
ロッパ型の監査役は取締役に対し「こんなことをやっていたら、お前はクビだ」と言
えるのに対し、日本は「株主に言いつけてやる」としか言えない。つまりガバナンス
の監査機能が極めて弱い。
ここまでが法モデルの概要であるが、日本の現実モデルは法が全く想定していな
いものである。アメリカ型のように資本主義（株主第一）、ヨーロッパ型のように社
会主義（社会第一）でもない。



日本の多くの会社は、創業者自らが中心となって借金などをしてカネを集めて会
社を創り、自らも従業員の中心として働く。一緒に働く従業員はファミリーであり、
社宅などの住宅が用意され、給与によって生活が保障されている。創業者は資本
家ではなく、従業員のトップであり、絶対的な権限を持っているのだが、支配してい
るのではなく協働している。ヨーロッパ型もこのファミリータイプが原点であるが、法
により「社会の企業」になっていく。アメリカも当初はこのタイプが多かったが自由
主義下の競争で強者が生まれ、弱者を飲み込み（＝買収＝株主になって）、かつ
法により「会社は株主のもの」となる。
日本の会社は創業者（＝株主）時代を経て、上場企業となっていく中で少し変身し
ていく。上場とは、株という権利を小さく切って、これを買う投資家たちが証券市場
というギャンブル場において株価で勝ち負けを決めていくものである。ただこの小
さく断片となった株でも、それを過半数集めればガバナンスを行使できる。つまり
経営者である取締役のポストを100％取れる。いわゆる敵対的買収である。そのた
め上場企業はこの過半数の株を「持ち合い」（仲良しの会社同士がグループを組
んで互いの株を持ち合う）、取引先、銀行、保険会社、創業者やその家族を含めた
従業員などでおさえ、他の株主が集まることでガバナンスを行使できない形とする
。



ではガバナンスはどこに行くのか。それは従業員（「会社で働く人」）である。本書
ではこれを従業員ガバナンスと呼ぶ。これにより上場企業の株主は、シェア権のう
ちの配当、そしてギャンブルの結果である株価しか興味がなくなる。株主が遠くな
っていく中で、会社の中は経営者、管理職、労働者がシームレス（労働者が管理
職に、管理職が経営者になる）になっていく。そしてこの人たちはすべて社員（会社
の構成員。法的には株式会社の社員は株主だが）と呼ばれ、新入社員までが「我
が社」と言うようになる。社内と社外にはっきりとした壁ができ、閉鎖された「会社社
会」を形成していく。
こうして会社法の枠組みからは完全にはずれた組織となり、「労働者を守る」という
労働法も「誰から誰を守るのか」がよくわからなくなり、別世界の法律のようになっ
ていく。労働法はいつの間にか外部ルールとなり、これを担当する「労務」という仕
事だけで意識される法律となっていく。つまり労働法は労働者を守る法律ではなく
、会社を規制する法律となる。
社員は仲間であり、家族となり、日本独特の労働慣行を生む。終身雇用（定年まで
クビにはならず、定年後も退職金、企業年金で死ぬまで生活は保障される）、年功
序列（勤務年数によって給与、ポストが決まる）、定年（年功序列のためどこかで辞
めないとポストが空かない）、企業別労働組合（企業ごとに労働組合を作る。といっ
ても結成率は後述するように極めて低い。労使といってもその境がないため家族
会議のようで、労働組合のリーダーも会社に戻って年功序列で管理職となる）とい
ったものである。



そして会社法の想定しているモデル（下右図）ではなく、下左図のようなモデルを
作る。

平社員

課長代理・係長

課長

部長

事業部長

取締役事業本部長

常務取締役

専務取締役

副社長

社長

〔現実モデル〕 〔会社法モデル〕

取締役

労働者

株主

委任

監査役

委任

労働契約

監査



つまり社長（この上に会長を作ることもある）を頂点としたピラミッド型組織であり
、平社員～社長まで数多くのキャリアステップ（＝ポスト）を持つモデルである。そし
てどこからが経営者か（取締役事業本部長は経営者？）、どこからが管理職か（係
長、課長代理は管理職？）がわからなくなっていく。
日本はこの「会社」という組織で世界を席巻し、敗戦国であった日本は「ジャパン・
アズ・ナンバーワン」＊と呼ばれるようになる。

＊ 社会科学者エズラ・Ｆ・ヴォーゲルが1979年に書いた本のタイトル。原題は「Japan as Number One：Lessons for America」というもの。
日本が高度成長していった要因を分析し、何をアメリカが学ぶべきかを書いた本。特に日本人の「学習意欲の高さ」をその第一要因に挙
げている。そしてこれがピーター・センゲの著書「学習する組織」というベストセラーを生んでいく。



（ⅱ）日本型ガバナンスモデルへの外圧
しかし1990年代に入ってバブルが崩壊し、日本株は史上初の大暴落となる。その
原因は業績という会社の力ではなく、「地価の暴落」という外部要因であった。多く
の日本人の“お金持ち”が証券市場から恐くなって去っていく中で、「ジャパン・アズ
・ナンバーワンの日本株の安さ」にアメリカを中心とした外国人投資家（大金持ち
が投資ファンドというプロに委託して）が飛びつく。この外国人投資家はアメリカと
いう資本主義の国で政府を使って戦ってきた強者であり、日本国にも自分たちの
力を使えるステージを要求する。
まずは「コーポレートガバナンス」という言葉を日本に輸入し、この訳を本書の意味
とは異なる「会社は誰のものか」という問いとする。そしてその答えを「株主のもの」
と教え、その理由を会社法のストック権（会社は株主が最後すべての財産を引き
取る＝会社の財産はすべて株主のもの）にあると外資系のビジネススクールや証
券市場系のコンサルティングファームを使って訴える。
しかし日本の上場大企業は「持ち合い」部分が大きく、外国の巨大ファンドといえど
も「生きている会社」（倒産寸前の会社ではなく）を敵対的買収することはできない
。さらには大企業がちょっとしたトラブルで倒産しそうになると“おカミ”（産業再生機
構＊1など）が救済してしまう。



その中でアメリカを中心とする外国人投資家は証券市場のグローバル化を理由と
して、日本にガバナンスモデルの変更を求める。無論、資本主義をベースとしたアメ
リカ型モデルである。
日本はこれに応じ、会社法を改正して上場企業のガバナンスモデルとして「委員会
設置会社」というスタイルをオプションとして規定する。
これは株主のチェック機能が実質的には働いていない監査役を廃止し、取締役を
株主の代理人としてのガバナンス機能に特化させる。具体的には「取締役会に指
名委員会、監査委員会、報酬委員会（つまりガバナンスの3つの機能を持つ委員会
）を作り、取締役はこの仕事に特化し、委員会メンバーの過半数を社外取締役とす
る。取締役会で執行役を選び、経営を委任する。その中で代表取締役に代わって
代表執行役を設ける」というもので、アメリカ型ガバナンスモデルそのものである。
海外の証券市場に上場しているグローバル超大企業はこれに乗らざるを得なくな
る。しかしそれ以外の上場企業はこのスタイルには変身しない。だからといってこれ
に逆らうのではなく、日本らしく微妙な形での変身とする。それが「委員会設置会社
も視野に入れ、執行役員制を採る」というものである。法的には従来型の株式会社
であるが、「法の枠組みの外に、取締役が選ぶ執行役員という機関を作り、取締役
はその仕事を新規投資などの重大な意思決定、執行役員の選任、チェックに留め
、それ以外の経営オペレーションを執行役員に移す」というものである。そして取締
役会という多数決機関では存在することが矛盾する序列（社長、専務取締役、常務
取締役…。



法的に取締役は平等で、取締役会において多数決の1票を持つ）をなくし、これを
執行役員側に移す（社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員…）。しかし実
際は取締役のほぼ全員が執行役員を兼ねる。つまり何も変わっていない。

証券市場側はこれに反発し、「政策保有株式（持ち合いなど戦略的に持っている
株）を開示しろ（できればやめてくれ）」「社外取締役を2名以上に」といったコーポレ
ートガバナンスコードというソフトローを打ち出して「これが守れないなら証券市場
から出て行け」と脅す。さらには委員会設置会社のガバナンスをもう少し柔らかくし
た「監査等委員会設置会社」という法モデルを提示する。これは「監査役を廃止し、
社外取締役を過半数とした監査等委員会というものを取締役会の内部組織として
作る」というスタイルである。これによって「せめて監査役という分離した組織では
なく、取締役会自身に監査機能を持たせてくれ」というものである。そして上場企業
の数百社がこのスタイルへシフトしていく。
しかし一部のアメリカンな大企業を除いて、日本の上場企業はどのような法的スタ
イル（監査役設置会社、委員会設置会社＊2、監査等委員会設置会社）を採ろうとも
、17ページのように社長をトップとする組織スタイルを維持し、「株主のガバナンス
なき企業」、つまり従業員ガバナンスという現実モデルを堅持している。



そのため相変わらず、労働法は経営者と労働者の関係を規制する法律ではなく
、従業員の集まりである会社を規制する法律のままである。そしてこの規制が厳し
くなっていく中で、労働契約の見直しではなく、会社戦略の見直しが強く求められる
ようになる。これがワーキング・イノベーションのトリガーとなる。

＊１ 2003年に設立された「企業救済、再生のために公的なカネを活用すること」を目的とした会社。カネボウ、ダイエー、ミサワホームな
どを救済して2007年に解散したが、リーマンショック後の2009年には産業革新機構が作られ、同様の役割も果たしている。
＊2 監査等委員会設置会社の改定により正式には指名委員会等設置会社という名前になった。



２．労働法の理解

（１）労働法へのアプローチ
労働法は多くの法律から成り、作成時期、作成者（法律の起案者）が異なるため、
言葉の定義も法律によって異なり、関連ルールが別の法律に書かれていたり、と
やや混乱している。そして近年になって政府による労働政策ベクトルの変更から、
次々と法律が生まれ、かつ既存法が改正されている。
そのため労働法は他の法律群に比べ極めてわかりづらい。私はこの労働法を理
解するために何十冊もの本、雑誌を読んだが、そのほとんどは断片的でQ&A的な
もの（労働法の指南書的なもの。タイトルは「管理職になったら知っておくべき労働
法」といったもの）であり、労働法そのものをゼロから理解させようという本はあまり
なかった。
その中で労働法の理解に役立ったものは「労働法」というストレートな名前の2冊の
本である。1冊は法律学講座双書というシリーズの「労働法」（弘文堂：著者は菅野
和夫 東京大学名誉教授）であり、何と1000ページを超えるハードカバーの超大作
である。初版は1985年であり、私が読んだものは2016年 第11版である。この11版
から考えても労働法がいかに変化していったかがわかる（ただ多版が故に、付け
足し感が強くややストーリーがブレている感を受けた）。もう1つは「労働法」（有斐
閣：著者は荒木尚志 東京大学大学院教授）であり、これも800ページを超える超
大作である。上記よりも新しい2009年が初版であり、私が読んだものは2016年 第
3版である。そのため少しだけすっきり感はある。
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これにあわせてもう1つのものを用いた。私の長女は裁判官に任用（現在は検事
に出向らしい）されているのだが、彼女が法学部生およびロースクール生の時（こ
の時は彼女は私の会社の従業員であり、講義内容を私の会社にレポートさせてい
た）の講義ノートを用いた。
この3つの教科書に共通しているのは、労働法を理解するために3つの段階的アプ
ローチを採っていることである。第1ステップは細かいルールはブラックボックスに
して、労働法を体系化することである。第2ステップは、現在の労働法に至るまでの
変更プロセスを通して、そのバックボーンとなっている「理念」を理解することである
。第3ステップは法律ごとではなく、労働のテーマごとにそのルールを整理すること
である。この方式ではどうしても重複記述となり、ぶ厚い本となる。
本書もこれに倣いこのアプローチに沿って理解を進めていきたい。（ただし第2ステ
ップの後半に次の労働法変革ベクトルとして「政府の働き方改革」について加えて
いる。）そのため重複記述が生じていることをご理解いただきたい。



（２）労働法の体系
労働法は次の3つの法律グループに区分することができる。
①労働保護法（個別的労働関係法）
（ⅰ）労働保護の理念

労働者と使用者（定義は後述）に関するルールを定めたものであり、労働法の中
核といえる。この法律グループの中心が労働基準法（労基法と略す）である。これ
は憲法27条第2項「賃金、就業時間、休息その他の勤務条件に関する基準は法律
でこれを定める」という規定がそのバックボーンであり、これによって労基法では最
低労働条件（これより悪い条件で労働契約を結んではいけない）を定めている。

これは契約条件を一般的に定めた民法に流れている「契約自由の原則」（契約
内容は当事者間で自由に決める。法では関与しない）を制限するものである。それ
は労働契約が「使用者と労働者」という1対1のものであり、どうしても労働者側が
不利な条件で契約をしてしまうことが多いので、これを国として保護しようというも
のである。労働法にはその理念を書いた基本法（法律グループ全体に流れる基本
的な考え方を書いたベースとなる法律）と呼ばれるものはないが、この「弱き労働
者を守る」という「労働者保護」がその理念の中心といえる。

（２）労働法の体系



労働保護法にあたるものとして、労基法の他、男女雇用機会均等法（均等法と
略す）、育児介護休業法、労働契約法（労契法）、労働安全衛生法（労安衛法）、労
働者災害補償保険法（労災保険法）などがある。

労働法の特徴の1つに行政と立法が強く連動していることがある。労働法は時の
政府の政策によって立法され、かつその政策を推進、そして監督（ちゃんとやって
いるかをチェック）する行政機関が存在している。

この労働法（特に労基法）の監督を担っている行政機関が、各都道府県労働局（
厚生労働省の機関）の下部組織として全国に321ある労働基準監督署（労基署と
略す）である。

労基署の組織は、各種届出の受付の他、労基法のお目付け役としての「方面」（
監督課のことを方面という）、安全衛生課（労安衛法のお目付け役）、労災課（労災
保険法の手続）がある。

労基法はその適用が企業そのものではなく「事業場」という単位である。つまり本
社、支店、営業所など場所が離れていれば、その1つ1つが事業場となる。この事
業場ごとに対応するのが、労基署の第一線部隊の方面である。方面が行う仕事
は次の3つである。



・申告、相談の受付
労基法で「労働者は労基法違反について申告（要するにおカミに訴えること）でき

、使用者は申告を理由とする解雇、その他の不利益取扱い（労働法ではこの言葉
をよく使う。特定労働者を差別して不利益な扱いをすること）をしてはいけない」と定
めており、この受付とともに、法定労働条件に関する相談も行っている。
・臨検監督

俗に「臨検」と呼ばれるもので、方面、というよりも労基署のメイン業務である。管
轄内の各事業場を定期的、あるいは申告に基づいて原則として予告なしに訪問し
て、立入調査（事情聴取、出勤簿などの帳簿を調べるなど）を行うものである。ここ
で違法行為が認められた場合は、是正勧告、改善指導を行い、危険な機械・設備
などには使用禁止の行政処分＊を出す。事業場からの是正・改善の報告、再度の
臨検により是正・改善が確認された場合はここで終了となる。
・司法警察業務

度重なる指導で是正しない場合や重大、悪質な事案については、26ページのよう
に特別司法警察としての任務（任意捜査、捜索・差押え・逮捕などの強制捜査、検
察庁への送検）を行う。

2015年にはこの専従部隊として大規模案件（先ほどの事業場を越えて）に対応す
る過重労働撲滅対策班（「かとく」と呼ばれる）を東京、大阪の労働局に設立した。「
かとく」は設立してすぐに靴のチェーン店を展開する「エービーシー・マート」、ディス
カウントストアの「ドンキホーテ」などを次々と書類送検していく。

＊ 行政処分とは「行政庁のなす行為のうち、行政庁の一方的な意思によって法的効果が生まれるもの」と定義される。つまり裁判によら
ず行政が処分を行うこと。交通違反の罰金などがその代表。



②労使関係法（集団的労働関係法）
憲法28条の「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする

権利はこれを保障する」といういわゆる労働三権をバックボーンとする法律である
。労働三権とは団結権（集う権利）、団体交渉権（ネゴする権利）、争議権（闘う権
利）である。

これについては次の2つの法律がある。
(ⅰ)労働組合法（労組法）
ここでは次のようなことを定めている。
・労働組合･･･｢労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善、その他の
経済的地位の向上を主たる目的として組織する団体またはその連合団体｣と定義
している。
・労使関係･･･団体交渉（労働組合が使用者と交渉すること）し、その結果合意した
労働条件は書面にし、両者が署名、記名捺印をする。これを労働協約といい、就
業規則、労働契約に優先して適用される。（一般には労使協定というものを同じよ
うな意味で使ってしまっているが、これは労働基準法の例外事項を適用する条件
として要求しているもので、使用者と過半数の労働者との協定のことをいう。後述
する三六協定はこれにあたる）
・不当労働行為･･･使用者が組合の結成、権利、自主性などを侵害する行為のこ
と。
・労働委員会･･･厚生労働大臣の下に中央労働委員会、その下に都道府県労働
委員会を置く。労働委員会は「使用者」「労働者の代表者」および「第三者の公益
委員」の各同数からなる。



(ⅱ)労働関係調整法
労働者と使用者の間の労働争議に関するルールを定めるものである。詳細は101
ページ参照。
③労働市場法

憲法27条第1項では「すべての国民は勤労の権利を有し、義務を負う」と定めてい
る。この勤労の権利を保証するために、国に労働者が自己の能力と適性を活かし
た機会を得られるように労働市場を整備すること（労働の需要と供給をマッチング
すること）が求められる。これが労働市場法であり、次のような法律がある。
・雇用対策法･･･雇用対策（要するに「失業者を出さないようにすること」）に関する
基本法。｢雇用対策の理念、事業主の責任｣｢求人・求職へのサポート｣、「技能労働
者の養成、技能検定」｢職業転換給付金の支給｣「事業主による再就職の援助」など
を定めている。
・職業安定法･･･職業選択の自由をテーマに、公共職業安定所（職安）などの職業
安定機関、民間の職業紹介事業、労働者の募集・供給事業について定めている。
・高年齢者雇用安定法･･･弱い立場にある高齢者の雇用を安定させる法律。詳細
は39ページ参照。
・労働者派遣事業法（労派法と略す）･･･派遣労働に関する法律。107ページ参照。
・職業能力開発促進法･･･職業訓練、職業能力の検定について定めたもの。企業
の行う教育について支援を行うことを決めている点で注目される。
・障害者雇用促進法･･･障害者の職業マッチングのための法律。詳細は120ページ
参照。



３．労働法の歴史

世界的に見ると労働法は19世紀後半に入って誕生したものだが、労働法の背景
を理解するためにこの歴史を追いかけてみよう。

（１）労働法の誕生
自由主義、資本主義の下で、経済活動を行っていく際のベーショックな考え方とし
て次の3つの原則が生まれた。
・契約自由の原則･･･契約は当事者同士が自由に交わす。法は関与しない。（22ペ
ージ参照）
・所有権絶対の原則･･･個人の財産は保護され、個人が自由に使い、処分する。
・過失責任の原則･･･故意または過失（不注意など）によって他人に損害を与えた
時のみ、その責任を負う。つまり無過失であればその責任は負わない。
この原則をベースとした法が近代市民法＊である。ここでは労働者も使用者も市民
であり、対等な関係にあった。
しかし19世紀に起きた産業革命が社会を大きく変える。農業社会から工業社会へ
の変化であり、「大勢の人が工場という1ヵ所に集まって仕事をする」というスタイル
が主流となっていく。ここに労働契約という近代市民法が想定していない新しいス
タイルの契約を生む。
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労働契約は次の3つの特徴を持っている。
・人間そのものを契約対象としている
・労働者の方が経済的に低い地位に立つことが多く、契約について不本意であっ
ても合意を強いられることが多い。
・他人の指揮命令を受けて働く
そしてこのような特徴を持つ労働契約を、契約自由の原則に任せた結果、労働者
に長時間労働かつ低賃金という状況を生んでしまった。ここに1対1の自由な契約
から「集団」という概念を取り入れ、労働契約において契約自由の原則を修正した
「労働法」という新しい考え方を生んだ。
この「集団」には次の2つの概念がある。
・集団的保護

「労働者を個だけではなく、集団としても使用者から保護する規定を定める」とい
うものである。つまり契約を1対1でするだけではなく、「1対集団」という概念を採り
入れ、集団で契約すること（前述の労働協約など）を求める。さらには社会という集
団が労働条件の最低基準を法律によって定めることである。これを下回る1対1の
労働契約を認めず（労働者が合意しても）、罰則や行政監督によってこれを担保す
るという労働保護法を成立させる。



・集団的自由
法で集団としての自由な行動を認めることで、労働者が集団としての労働組合を

作りやすくし、かつ法によってこの労働組合が使用者と労働契約の条件を詰める
ことを要求するというものである。つまり弱者である労働者が集団となることで、強
者である使用者と対等な立場で労働条件の交渉をできるようにするものである。

こうして労働組合はこれまでの禁圧（労働運動、ストライキが禁止され、やれば
刑事罰を受けていた）を解かれ、社会的に承認される。

労働者が経営参加をしているヨーロッパではここまでとなるが、株主そしてその
代理人である経営者の力が強大となっていくアメリカでは国が積極的に労働組合
を支援していく。その典型がワグナー法であり、労働者の団結権を侵害する行為
を不当労働行為として禁止し、行政機関がその監督を行っていく。日本の労組法
はアメリカのワグナー法の影響を受け、国が積極的に労働組合を支援する立場を
採っている。



さらには労働法に次の2つのテーマが追加される。
・労働市場のコントロール

労働の需要と供給がマッチングする労働市場を、契約自由の原則に任せている
と「失業」という国家的トラブルを巻き起こす。この労働市場に対し、採用の自由は
保証しつつも国が積極的にコントロールしていく。日本ではこれに当たるのが前述
の労働市場法であり、さらに失業を生む企業の解雇権を規制する法（31ページ）も
誕生する。
・過失責任の原則の修正
労働災害においては「過失責任の原則」を適用せず、使用者の過失の有無によら
ず労働者が災害補償を受けることができるようにする。このため労働災害保険が
導入される。

＊封建社会を脱した近代市民社会を体系化する法律。日本でこの中核をなすのが民法。



（２）日本の労働法の歩み
次に日本をズームアップして労働法の歴史を追いかけてみる。

①戦前
（ⅰ）労働保護法
明治時代後半～戦前にかけて、日本は近代化を進めていき、利益追求型の企業
が次々と誕生、拡大していく。しかし労働保護法なき状態下で、この企業の労働者
は圧迫される。その代表が炭坑工事、土木工事などで見られた“たこ部屋労働”（
部屋に監禁して過酷な労働をさせる。この世界を小林多喜二が「蟹工船」という小
説に描いた）、紡績工場などで見られた人身売買的労働（「女工哀史」というドキュ
メントが有名）である。このように日本は伝統的に長時間労働（今でいう過重労働）
の素地を持っている。
このような状況下で、国は労働保護法としての工場法の制定を目指すが、使用者
側の猛烈な抵抗にあう。それでも何とか1916年、工場法の施行にたどりつく。この
工場法は常時15人以上（後に10人以上に）の労働者がいる工場、危険や有害な
事業の工場を対象としたものであり、保護内容は女性、年少者の勤務制限（休日
、労働時間、深夜業禁止…）だけであった。そしてこれが占領下の戦後、アメリカ
の力で労基法へと展開していく。

（２）日本の労
働法の歩み



（ⅱ）労使関係法
戦前の日本には労働組合を禁止する法律があったわけではないが、治安警察法
（政治的集会、結社などを取締る法律）によってその結成は抑圧されていた。しか
し1919年ILO（International Labor Organization：国際労働機関）の第1回総会の労
働者代表選出問題（労働者側の代表者を国が一方的に選んでいることがわかり、
国際的な批判を受ける）を契機として、国は労働組合を認めるべく労働組合法制
定を目指す。しかし「労働者側に立つ案」と「使用者側に立つ案」が出され、調整が
つかず、その後戦争の混乱（ILOも脱退）の中で消えていった。
②戦後の労働法制定
1945年8月の敗戦を機に、GHQ（連合国軍最高司令部）が日本を変革していく。い
くつかの変革テーマがあったが、企業としては財閥解体がその最大のものであっ
た。これによって持株会社＊が禁止されるが、財閥グループは銀行を中心とするグ
ループ内の会社の相互の株の持ち合いにより、これをしのぐ。そしてこの持ち合い
を財閥以外の銀行もまねて、メインバンクを中心とする企業グループが結成される
。これによってアメリカが狙った株主による資本主義は浸透せず、前述のように株
主なき従業員ガバナンスの会社が次々と生まれてくる。



そして労働法との関係では、労働組合の結成促進と労働契約の近代化という労
働改革がなされる。
1946年の憲法公布により、労働基準法、労働組合法（1949年にGHQにより大改正
）、労働関係調整法といういわゆる「労働三法」が作られる。さらには戦後失業の
嵐を静めるべく職業安定法、失業保険法（現在の雇用保険法）が制定され、労働
法の行政機関として労働省（現在の厚生労働省）、労働委員会が設置される。
そしてGHQの労働組合結成促進を受け、日本労働組合総同盟、全日本産業別労
働組合会議（ともに連合へ収束）というナショナルセンター（102ページ）が結成され
、その配下に企業別労働組合が次々と作られていく。労働組合誕生当初は戦後
の低賃金時代であり、ここではまさに労使対立の中で賃金アップを勝ち取る戦い
が進められていった。あわせて公務員も含めたゼネスト（ゼネラルストライキ。企業
別ではなく全国的な規模で一斉ストライキをする）がなされた。そのような中、国家
公務員、地方公務員、それに準ずる人（国鉄など）のストが禁止されるという形で
公務員が労働保護の対象からはずれていく。
一方、1948年あたりからインフレが過熱して行き、経営環境悪化の中で企業側が
大量の人員整理を行う。これに労働組合が抵抗して賃金アップとあわせて大規模
な労使対決の争議行為が発生する。そしてこの争議の多くは出来たばかりの労働
委員会が調整を行った。

＊持株会社とは他社の株を保有し、ガバナンスを持つことで企業グループを形成していくもの。財閥とは持株会社を中核としてさまざまな
事業会社を持つ企業グループ。持株会社は1997年に解禁となった。



③日本的労働システム誕生
1950年の朝鮮戦争の特需をトリガーとして、日本経済は飛躍的な成長を遂げて

いく。この労使がともに潤っていく環境下で日本の労働法、そして労働システムは
完成する。
この高度成長という労働需要の増大により、失業率は大きく低下していく。この中
で2つの動きが生まれる。
（ⅰ）労使関係の変化

1つ目は労使関係である。ここでは賃金闘争から、「企業が生んだ大きな果実を
企業と労働者で分配する」というスタイルへと変化していく。ここに日本生産性本部
が生まれ、生産性という概念が経営に導入される。生産性とは生産のインプット（
経営資源）とアウトプット（業績）の比である。インプットの代表は労働であり、同じ
仕事をする際の労働時間を減らすことで生産性を上げ、ヒトを減らすのではなく同
一時間でより多くの仕事をして企業としての果実を増やし、賃金も上げていく。つま
り企業内の経営者、管理職、労働者が一体となって仕事の合理化を目指していく
ものであり、それによって得られたカネを経営者、管理職、労働者が分け合ってい
くというものである。
したがって労働組合における労使協議のテーマは「賃金を上げろ」ではなく、果実
分配の一定比率を決め、この果実を上げる努力を一体となって行うというものであ
る（344ページの付加価値分配と同じ考え方である）。こうなると、賃金、つまり労働
者が働いた分のカネという表現は適切ではなく、仲間が働いた分の分け前という
意味で「給与」という言葉が使われるようになる。



また経済成長に伴いインフレが進んでいく中で（物価が上がると同じ給与でも生
活が苦しくなる）「給与に物価上昇分を考慮する」という考え方が普及する。これが
諸外国にはないベースアップ（ベア）というシステムである。インフレによる物価アッ
プ分を考慮して全従業員の給与水準を一定比率分上げることを労使協議で決定
するものである。



（ⅱ）解雇権濫用法理
もう1つの動きは裁判所の関与によるものである。

日本の労働法の特徴はファジーに設定された法律の条文を裁判所が判断をして
世に示し、これを法律に反映するというフィードバックシステムが多用されてきたこ
とである。これが「判例法理」と呼ばれるものである。判例は裁判所が判決で示し
た法律解釈であり、4ページで述べた法（社会のルール）の一種である。判例法理
とはこの判例の積み重ねによって生まれた「法解釈の原理原則」のようなものであ
る。

この中で日本の労働法にもっとも大きな影響を与えたものが「解雇権濫用法理」
である。解雇とは使用者側の一方的都合による労働契約の解約であり、契約の基
本法である民法では「解約の自由」（契約はどちらからでも自由にやめることがで
きる）が定められている。そして従来の労働法では解雇について「労働者を解雇す
る時は少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告しなかっ
た場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と定め、あわせて差
別的取扱いや業務災害、産休といったシーンでの解雇を禁止している。見方を変
えれば、解雇を使用者の権利として認め、特定のパターンのみを禁止しているとい
うものである。



しかし高度成長期に入り、企業側の「人手不足の中で、優秀な従業員を確保す
るために“クビ切りはしない”という採用条件を出したい。しかしライバル企業が解
雇権を持っていると、イザという時に経営上不利となる」という思いと、労働者側の
「クビ切りだけはやめて欲しい」という思いが合致し、裁判所が次のような判例法理
を打ち出す。
「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場
合は、その権利を濫用したものとして無効とする」
これは前と同じネガティブルール（こういう場合は禁止）のようにも読めるが、「客観
的」「合理的」「社会通念上」といった極めてファジーな条件であり、かつこの“極め
てファジー”なものを裁判所が「厳しく」解釈していく（つまり「解雇を認めない」判例
を出す）。そして実質的には「解雇は原則として認めず、やむにやまれない時にだ
け例外的に認める」というルールになる。
これは判例という法であるが、中小企業、外資系企業、さらにはこれによって保護
される労働者には認知されていない（法律改正はマスコミ報道によって知ることが
できる。しかし判例など見ている人はいないし、大企業のように顧問弁護士がいて
も、そのシーンにならないと相談しない。実はこれがこれまでの労働裁判で企業が
同じようなパターンで次々と負けていった理由である）。

そのため2003年には労基法に、2007年には労契法が解雇権濫用法理（上の「解
雇は客観的に合理的な理由･･･として無効とする」）を受け継ぎ明文化された。した
がって総人件費カットが目的のいわゆる「中高年リストラ」＊も、解雇ではなく希望退
職（労働者側から労働契約の解約を申し込む）がそのベースとなる。



ここに終身雇用制、定年制とよばれる諸外国に見られない労働システムが日本
に生まれることになる。これは次のようなものである。
「一般的な労働契約（無論特別なものもある）は期間の定めがない（これを無期労
働契約という。期間の定めがある特別なものは有期労働契約という）。そうなると
労働者側が自ら辞めない限り、原則として雇用が継続される。しかしこれではキリ
がないので、一定の年齢で労働契約を打ち切ること、つまり定年を決めておく」
これによって無期労働契約（期間の定めがない）といういわゆる正社員（正規雇用
「一般的なもの」）と有期労働契約（期間の定めがある）という非正規社員（非正規
雇用「特別なもの」）という2つのものを生む。この「正規」（ノーマル）という言葉で分
かるとおり、一部の人（非正規）を除き日本は実質的に終身雇用（正確には定年ま
での長期雇用）という「一度会社に入れば仕事＝給与が保証される社会」となる。

これが原動力となって日本企業は高度成長していく。そして主に大企業において
、労働者は「1つの企業で昇進（出世）を重ねていく」というキャリアアップシステム
が生まれる。これにより労働者も管理職、経営者へと上がる道が作られ、労働とい
う概念も消えていき（日本では労働者といわず、従業員、社員という）、前述したよ
うに労働組合も自ずと企業別となり、従業員は「どうすれば会社という組織で益が
上がるか」を経営者と一緒に考えていく立場となる。

＊リストラとはリストラクチャリング（再構築）の略。ただし、一般的には高給与の中高年従業員に対して「定年前に早期退職することで、
退職金を上乗せする」というパッケージと呼ばれるものを提示して希望退職を募る、いわゆる「中高年リストラ」を指すことが多い。



（ⅲ）柔軟性
しかしこの「解雇権濫用法理」は企業経営上大きな課題を残すこととなる。それ

は外部環境の変化への対応である。
「仕事量＝労働力」が経営の目指すところである。しかし仕事量は外部環境によっ
て変化する（顧客の注文、商品の売れ行き…）。この仕事量の変化に労働力を対
応させることを「労働の柔軟性」（flexibility）という。
もっとも簡単なのは仕事量に合わせて労働力を変えることである。つまり仕事量が
減ったら労働者を解雇し、仕事量が増えたら労働者を雇うというものである。これ
を外部柔軟性という。自由主義、資本主義の国アメリカではこの外部柔軟性が中
心である。アメリカの判例法理は「employment-at-will doctrine」（随意雇用原則＝
いつでも自由に解約できる）である。

一方、日本ではこの解雇が原則禁止である。したがって労働者を雇ったまま内
部でこの仕事量と労働力を調整するしかない。これが内部柔軟性であり、次の2つ
のパターンがある。
（a）「仕事量＞労働力」の時の柔軟性

この時は労働力をアップさせるしかない。この典型が残業による柔軟性である。
つまり「仕事が増えて忙しくなったら残業して働く」というものである。国として解雇
を禁止している日本の労働法では「残業を認める」という形で、企業に柔軟性を持
たせないわけにはいかない。



解雇についてアメリカと日本の中間に位置するヨーロッパ（といってもドイツでは
解雇を決定する経営側に労働者の代表がいるが）では、日本のように「法定労働
時間、それを超える残業時間」というのではなく絶対的上限の法定労働時間（これ
を超えて労働させることはできない(・・・・)。
例えば週48時間など）を定めている。
しかし解雇に厳しい日本でも残業を無限に認めるわけにもいかないので「労使で
協議して（つまり社会ではなく社内で）上限を決めなさい」というスタイルを採り、三
六協定（労基法36条にこの記述がある）というルールを生む。
さらにこの残業でも労働力が仕事量に追いつかない場合は、有期労働契約による
非正規社員を採用することを認める。アルバイト、パートといったもので、離職率が
高いため柔軟性があり、かつ有期契約なので当然のこととして「雇止め」（期間終
了で労働契約を更新しない）が出来る。

しかしこの「雇止め」は、まだ「働きたい」と思っている労働者を失業に追い込むこ
とになる。

そのため裁判所が今度は「雇止め法理」を打ち出す（裁判所も「労働者を守る」と
いう法理念の下、使用者である企業には極めて厳しい）。
「使用者が雇止めすることが客観的、合理的な理由を欠き、社会通念上相当であ
ると認められない時は雇い止めができない」というものである。これもそのまま労
契法に明文化される。



そのうえで次の2つのパターンでの雇止めは無効という判例を出し、これがその
基準となる。
・過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と
社会通念上同視できると認められるもの。

⇒要するに「何回も有期を更新すれば、労働者はそれがずっと続くと思うので、
無期労働契約と同じとみなす」ということ。
・労働者において有期労働契約が更新されると期待することについて合理的な理
由があると認められるもの。

⇒要するに「労働者が『更新する』と当然思われるような環境の時は、更新しなく
てはならない」ということ。
つまり「有期労働契約」（≒非正規）という外部柔軟性についても、日本では雇止め
（無期労働契約の解雇にあたる）を制限し、柔軟性を落としている。これが直接労
働契約を結ばない「派遣労働」、さらには請負契約で「仕事を外へ出す」という外部
柔軟性へと向かわせる。



（b）「仕事量＜労働力」の時の柔軟性
これも内部柔軟性が中心であり、やはり残業がその中心となる。
はじめから一定量の残業をやることを前提として（普通は定時には帰れない）人員
配置を行ない、仕事量が落ちてきたら「残業を減らす」ことで対応するというもので
ある。そのため就業規則の所定労働時間は経営者、管理職、労働者に意識され
ておらず、「終業を17時30分」と決めても（そして学校のように終業の鐘が鳴っても
）全員が帰って行くわけではなく、常態的に残業している。そして残業は管理職の
命令ではなく、「仕事が終わらないので当然帰らない」という自発的なムードであり
、残業時間は自己申告となる。というよりも所定時間外労働という意識はなく、「う
ちの部署は7時には大体帰社できる」「いいなあ。うちは9時前に帰ることなんてな
いよ」といった会話がなされる。ここで残業管理は「給与計算をするために行う」と
いう事務となる。
だから仕事が減ってヒマとなると「めずらしく定時に帰れる」という形となる。これが
日本における内部柔軟性である。



（c）その他の柔軟性
さらに次の2つの内部柔軟性が使われる。
1つは賞与などによる「給与の調整」である。仕事がなくても労働者は雇用されてい
る（給与が払われるため）ため、仕事量（≒売上）が減ると人件費のウエイトが高く
なってしまう。これによって利益が落ちるのだが、この人件費アップを賞与を下げる
ことでカバーする。一方、「仕事量＜労働力」のケースでは、残業代（通常の仕事よ
り時給が高い）が増加して人件費が増えていくため給与もアップし、人件費も上が
り、利益はそれほど上がらない。だから賞与を上げることはあまりない。つまり賞
与は目安を決めておいて（例えば月給×4ヶ月分）、業績が予定通りなら満額支給
し、業績が落ちると少しカットされるという上方硬直性（業績が良くても頭打ち）を持
った柔軟性となる。そのため諸外国に比して年収に占める賞与のウエイトが高い。
もう1つの内部柔軟性は採用によるものである。欧米では特定の職務に対する労
働力が不足してる時、「その仕事ができる人を雇う」というジョブ型採用（仕事に人
を当てる）が主流である。一方、日本は4月に新卒の学生を一斉採用するのが基
本である。アメリカでは採用面接で「～という仕事ができるか」という質問に「アイキ
ャン」と答える。一方、日本の採用面接では「会社の志望動機」などがその中心で
ある。つまり日本は「何の仕事もできないが能力の高そうな学生」を雇い、社内で
教育し、「仕事ができるように育てる」のが基本である。これをメンバーシップ型採
用という。つまり特定の仕事をやるための採用ではなく、「会社に入る」という就職
である。



ここでは社内での配置転換という内部柔軟性が生まれる。つまりAという仕事が
減りBという仕事が増えた時、AからBへ配置換えが可能となる。さらにこれを会社
を越えて「忙しい会社へ出向」という諸外国には見られないスタイルをも生む。出
向とは現在の会社に在籍したまま他企業の業務を行うというものである。出向を
労働者として見ると、出向元（入った会社）との労働契約（「在籍」と表現する。これ
に対し、労働契約を打ち切るものを「転籍」という）を維持しながら、出向先との労
働契約関係（出向先で指揮命令を受ける）にある、という極めて複雑かつファジー
なものである。
さらには労働力の余剰分については解雇するのではなく、仕事量を増やすべく、
新規事業開発、子会社設立、M&A＊、グローバル展開という戦略を採る。つまり事
業の幅を広げ、仕事量を増やすことで内部柔軟性を確保していくものである。
日本の大企業は長期に渡って同じメンバーで同じ仕事を続けることで生産性向上
を図り、その余剰パワーで事業開発（多くの場合子会社とする）、グローバル化（現
地法人が多い）を進め、子会社を何十、何百、何千と持つ企業グループへと成長
していき、ジャパン・アズ・ナンバーワンと称えられる地位に昇りつめる。そしてその
内部柔軟性によるパワーの強さに諸外国が怒り、これを自国に採り入れるのでは
なく、日本にこの柔軟性の規制を入れるように求めてくる。この最大のものが残業
時間の規制強化である。

＊ Merger（合併）とAcquisition（買収）のこと。ともに他社の株を買収して、その会社のガバナンスを持つことなので1つのものと考えられる
。



④景気による調整
少し見方を変えて景気と労働法との関係を考えてみよう。
1973年からのオイルショックによって右肩上がりの高度成長が終わりを遂げ、その
後は景気の波が上下し、それによって企業業績が上下していく。
企業業績、すなわち企業の利益に影響を与える要因は2つある。
1つは売上（外部からの収入）であり、景気に大きく左右される。したがって国は景
気が落ち込むと企業の売上を上昇させるべく景気刺激策を採る。公共事業の発注
増大、金融政策の緩和（企業がカネを得やすくして投資をやりやすくし、その投資
のための仕事を行う企業の売上を増やす）などを行う。
もう1つの企業利益要因は費用（内部からの支出）であり、その中心が人件費であ
る。つまり売上が落ちていく中では人件費を調整していくのがノーマルな手である
。人件費は「人数×給与」で決まる。「給与」はそのルールから言って思い切って下
方修正ができないため、人数を減らす方が手っ取り早い。つまり解雇である。日本
では解雇濫用法理から思い切ったことはできないが、会社存続の危機（つまり給
与を払うことで外へ払うカネがなくなって倒産してしまっては意味がない）であれば
、法的にも解雇に踏み切れる。しかし国としては不景気の中で、解雇を許せばそ
の失業者の引き取り手がなく失業率が上昇してしまう。そこで大企業には解雇しな
くても倒産させないように（前述の産業再生機構などを作り）何とか国が守っていく
。こうして「会社存続危機による解雇」を認めない。



業績が苦しくなったら、企業としては“出”が制限されるので、“入”を減らすしかな
い。つまり新規採用を止めることである。こうして不景気になると就職氷河期となり
実質的な若手失業が増えてしまう（大学出ても就職ができないので大学院へ行っ
て景気好転を待つ）。
そして景気が上昇してもそれが下降するリスクを感じ、企業は外部柔軟性に頼る。
つまり非正規雇用へと向かっていく。非正規は一般に低給与であり、全体として若
年層の給与は落ちていく。そのため「夫1人で家計を支え、妻が主婦として子育て」
という日本的労働スタイルは厳しくなり、共働きとなり、女性が社会へ進出していく
。しかし女性の就職はさらに厳しく、自ずと非正規へと向い、その比率がどんどん
高まっていく。この非正規はパート、アルバイトといった「空いた時間に働く」という
ものではなく、「正規で働きたいが、その就職口がなく、仕方なく非正規」という長期
労働の非正規化である。
この中で共働きでの子育てが問題となる。国はこれを支援しようとするが、不景気
であり、税収が不足し借金して公共事業をやって景気を刺激している状態では、そ
こまでカネが回らない。



こうした中、晩婚、少子化（子供を産まない）がどんどん進んでいく。そして少しで
も景気循環で景気が上がると、すぐに人手不足となり、これらの問題が表面化して
くる（というよりも国も将来を考える余裕が出て、このままで日本は大丈夫かと思う
）。そこで国は本人が望まない（国は「不本意」と表現）非正規雇用の制限や規制、
女性の社会進出のための企業の受け皿を求め、かつ子育て支援へと走る。
こうしたことが景気循環の中で、規制緩和（景気ダウンのため苦しくなった企業に
甘く）、規制強化（景気回復したので企業に厳しく）が繰り返されていく。
一方、戦争による人口構造の歪みも表面化してくる。その象徴が高度成長を支え
た働き手といえる団塊の世代（1945～1947年の戦後ベビーブームに生まれた人た
ち）である。彼らが管理職適齢期である40歳半ばを超えた頃、バブルが崩壊し、日
本としては初めてといってよいほどの景気急落を経験する。そして景気循環では
なく、構造的な景気下降を社会が感じる。
先行きが不安となった企業は採用を止め、上司たる管理職ポストは当然のように
削減せざるを得ず、年功序列の危機を迎える。しかし「高度成長を支えてきた戦士
たちが課長にもなれないのではかわいそう」という思いが経営に働き、担当課長と
いった名ばかりの管理職が生まれる。つまり「部下のいない管理職」（＝指揮命令
をしない管理職）という労働法が想定していない事態を迎える。
しかも景気が下降していく中で、戦略的には企業の構造改革、グローバル化が叫
ばれ、彼らを飛び越えて新しい“若きリーダー”を創っていく必要が叫ばれてくる。こ
うして年功序列という日本の労働システムの根幹がゆっくりと崩壊していく。



さらには団塊の世代が高年齢化して行く中で、退職金、そして退職後の年金の
支払いが企業だけでなく社会問題となっていく。そこで国が「定年の延長」という内
政干渉にまで踏み込んで来る。1986年の高年齢者雇用安定法の改正で55歳が一
般的だった定年を60歳にすることが努力義務に、1994年の同法改正で60歳未満
の定年が禁止、2000年に65歳までの雇用が努力義務、2012年の改正では希望者
全員が65歳まで継続雇用することが義務付けられた。そして厚労省は「65歳以降
についても年齢に関わらず意欲と能力に応じていつまでも働き続ける制度の導入
」を企業に求め、さまざまな支援策を用意する。
つまりソフトロー（努力義務）で企業に宣言し、時間を与え、その対応を準備させ、
然る後にハードロー（「定年を上げなさい」、「継続雇用を何歳までやりなさい」など
）でルール化していくというスタイルを採っている。そしてこの退職年齢と密接な関
係（というよりも政府が内政干渉している最大の理由）にある年金については「支
給年齢を段階的に上げる」「収入のある人の支給時期を延ばす」といった案しか持
っておらず、抜本的改革はなされない。そして平均寿命はどんどん上がり、老後の
期間（年金支給期間）はますます長くなる。
次に政府の打つ手は自ずと推測できる。すなわち段階的な定年（継続雇用を含め
た実質的な定年）延長をソフトロー→ハードローとやっていくことである。



こうして労働法は景気循環ではなく、構造的に社会主義（自由競争による企業の
利益向上より社会利益を優先）へと向かっていく。特に大企業にとって労働法は経
営を考える上での大きなフレームワークとなっていくが、今まで人事部や人事コン
サルタントに丸投げしてきた経営者にとっては、「どうしてよいかわからない」という
かつてない事態を招くことになる。もっといえば業績が苦しい中、利益ばかりを追
いかけてきた一部の企業から見れば、政府のベクトルは信じ難いもの（「本当にこ
んなことをやらなくてはいけないのか」）であり、それによって現場の管理職のみな
らず、経営者自身が労働法のコンプライアンス違反を犯すリスクを抱えていく。そ
のためこの後は戦後の労使闘争ではなく、従業員個人が会社を労働法違反で訴
える裁判が多発するようになる。そして会社側は連戦連敗となり、経営者のクビが
次々と飛んでいく。



⑤時代の流れ
今度は労働法の変化を時の流れに沿って見て行こう。

（ⅰ）1970年代半ば～1980年代半ば
高度成長の末期1973年には、春闘（毎年2月頃から労使で賃上等の交渉がなされ
てきた）において、主要企業は何と20％の賃上げを行った。翌1974年にはオイル
ショックが起きて急激なインフレ（物不足）が進み、狂乱物価といわれた。そのため
翌1974年の春闘ではこの狂乱物価を理由に33％の賃上げを行っている。この大
幅な賃上げを実現するには自社商品の価格をアップせざるを得ず（これによってさ
らなるインフレへ）、価格転嫁できない分は雇用調整（つまり人減らし）も視野に入
れてきた。
これを危惧した国は、「賃上げ抑制」と「雇用維持の努力」を政府の諮問会議であ
る産業労働問題懇親会（労使団体の代表者および有識者）に呼びかけた。ここで
の方針を各企業および労組が受け入れ、残業抑制、新規採用抑制、非正規雇用
容認、配置転換といった内部柔軟性の雇用調整を行うことで、希望退職、解雇と
いった外部柔軟性をできるだけ抑えることとした。（この「政府が諮問会議に投げ、
そこでベクトルを決めてソフトローを作る」というやり方は、その後労働法だけでなく
さまざまな分野で用いられていく）。



このソフトローは「内部柔軟性によって雇用調整が可能なこと」を社会に学習させ
、労使とともに「これがベストである」という考え方が定着していく。

労使関係も「各企業における使用者と労働者の戦い」ではなく、政府と一体とな
って労使が社会利益のために調整していくというスタイル（この後、政労使という言
葉が使われる）となった。これにより労働組合もその代表としての連合（103ページ
参照）に収束され、使用者側も経団連＊がその調整窓口となっていく。

こうしてグローバル化していく経済の中でも日本は内部柔軟性を持って安定成長
を遂げていく。そしてこれら労働に関するソフトローは1980年の半ばに次々とハー
ドロー化されていく。具体的には均等法、労派法、高年齢者雇用安定法の立法化
、さらには労基法の改正といったものである。

＊ 日本経済団体連合会の略、東証一部上場企業が中心メンバーとなっている団体。



（ⅱ）1980年代半ば～2000年代初頭
1980年代に入って日本は自動車、家電、半導体といった分野において世界で1人
勝ち状態となる。そして勝ち過ぎるが故に日米貿易摩擦（アメリカの対日貿易赤字
が大幅に増加し、日本に改善を求めてきた）が生じ、1985年にはプラザ合意により
急激な円高となる（円高は日本の輸出にとって不利）。あわせて国際社会からソー
シャルダンピング（日本は特定の労働者を雇い続け熟練化し、その人による長時
間労働によって生産性を上げ、モノをどんどん作って、海外でそれを不当に安く売
っている）の批判を受ける。そのため国が「労働時間の上限を週48時間から週40
時間へ」と労基法を改正する。しかしこれによって労働時間が縮まるのではなく、
規制されていない残業が多発し、この波を乗り切っていく。こうして円高不況を短
期間で克服し、再度景気が上昇し、バブルへと向かう。
1990年代初頭バブルが崩壊し、企業は大ピンチを迎える。こうした中でも企業は当
初、従来型の雇用調整（内部柔軟性）で対応し、失業率は2％台で上げ止まった。
しかしバブル崩壊のダメージは大きく、銀行、証券といった社会の中枢企業が次々
と経営破綻していき、金融危機、経済危機といわれるようになる。経済危機が深刻
化する中で最大の労働需要を持つ大手メーカーは、「外部柔軟性が高くかつ低賃
金な労働」を求めて、中国などの海外へ下請企業を連れて生産拠点を移していく。
そのため国内では希望退職による大幅な人員リストラに踏み切ってしまう。



こうして失業率はあっという間に5％を超える。
このような中、正規・非正規の構造も変わってくる。1995年頃には正社員も少し増
えているが、非正規の増加が大きくその割合がゆっくりと上がっていき20％に届い
てしまう。1997年の金融危機以降は新卒採用が就職氷河期となり、正社員が減少
し、非正規がさらに増加していきその割合は30％を超える。
この時の労働行政、労働法のテーマはいわゆるセーフティネットの確保であり、正
規・非正規のバランスよりも「失業」が現実のものとなった労働最弱者の救済であ
る。そのため高年齢者雇用安定法（高齢者を守る）、均等法の改正（女性を守る）、
育児休業法（育児失業を避ける）の制定と進んでいく。



（ⅲ）2000年代初頭～2012年
2001年首相となった小泉純一郎は「抜本的な構造改革」と称し、「大幅な規制緩和
」をその政策理念とした。つまり規制緩和によって景気を上昇させ、経済を立て直
すものである。
その結果、当然のベクトルとして労働法でも規制緩和が進んだ。そしてその最大
のものは労派法の改正である。具体的には派遣のネガティブリフト（この業務には
派遣スタイルを用いることができない）から「物の製造業務」をはずしたことである。
この時、遂に「工場」という最大の労働市場において派遣社員が働くことを認めた
のである（しかし今でももう1つの巨大労働市場の建設業は派遣禁止のままである
）。

小泉首相の構造改革により景気は回復し、失業率は4％を切る所まできた。しか
し逆に次のような社会問題が表面化してくる。
・正規雇用に就きたいが、非正規しか職がない
主婦パート、バイトなど「自ら望んで非正規」という形から、非正規の半分以上は「
正社員になりたい」という「不本意型非正規」となった。
・低収入の労働者の増加
非正規の増加に伴い、年収300～700万円の中間層が減り、100～200万円の低所
得者層が急激に増加した。



・フリーターの増加
正社員への就職が難しくなる中、フリーター（学校を卒業しても主にアルバイト職に
就く）と称される若者がピーク時には200万人を超えた。そして「結婚できない若者」
が増加していく。
「格差社会」「ワーキングプア」といった流行語が生まれていく中、労働行政・労働
立法は規制緩和という企業救済から、規制強化という労働者保護へと大きく舵を
切る。そして2009年には労働組合の頂点に立つ連合が支援する民主党が選挙で
勝ち、政権に就くことでピークを迎える。
具体的には労働契約法の制定（さらには「有期労働契約の規制強化」を改正）、パ
ートタイム労働法、最低賃金法、求職者支援法、雇用保険法の改正といったセー
フティネットを強化する方向へと進んでいく。
そしていよいよ現代へと向かう。



⑥変革の時代
2012年12月の衆議院選挙で大勝した自民党と公明党は、第2次安倍内閣を生む

。安倍内閣の政策の進め方は、政府主導で長期的なベクトル（小泉首相が使った
「骨太の方針」という名前を用いる）をまず打ち出し、これに沿って立法を含めた改
革を進めるというものである。

そのベクトルは、異次元金融緩和（ゼロ金利など）、機動的財政出動（必要に応
じてスピーディーに公共投資）、成長戦略という「三本の矢」である。これにより景
気は回復へと向かい、失業率も改善に向かっていく。2014年には消費税が5％か
ら8％に上がっても景気への影響は瞬間的であり、ここからゆっくりと回復していく
。そして安倍首相の「デフレ脱却」のかけ声の下、2014年春闘では久しく止まって
いたベースアップも復活した。

安倍内閣では、労働行政を第三の矢の成長戦略の柱と位置づけ、第一の矢（金
融緩和）、第二の矢（財政出動）の間も成長戦略のためのカネを出し続け、かつ労
働立法を次々と進めて行く。これには2つのベクトルがある。1つはこれまでの労働
行政・労働立法の延長戦として、これを一気に片付けることである。もう1つは新た
なベクトルを生むことである。



（ⅰ）延長戦
これには次の2つのテーマがある。

・2000年代後半からの政策テーマ「全員参加型社会」
「一億総活躍社会」をキャッチフレーズとして「2020年には指導的地位に女性が占
める割合を30％にする」という目標設定とともに、2015年には女性活躍推進法の
制定、育児休業の給付を引き上げる雇用保険法改正、次世代育成支援対策推進
法の改正、青少年雇用促進法の制定といった形で進めていく。
・2007年からの政策テーマ「非正規」
「非正規という言葉を日本からなくす」と宣言し、有期雇用から無期雇用への転換
のために、労契法、パートタイム労働法の改正、労派法の規制強化（すべての派
遣会社を認可制として雇用安定とキャリア形成の義務づけ…）といった形で進めて
いく。
（ⅱ）新たなベクトル
安倍首相が新たに掲げたものが「これまでの日本を支えてきた長期雇用システム
から、外部柔軟性を用いた『失業なき労働移動』」であり、今（2017年）そのベクトル
を作っている段階である。
このベクトルは次のようなことを背景としている。
・ITなどによる産業構造の変化、少子高齢化、グローバル化などにより、従来の産
業から新しい産業への労働移動が求められている。つまり「1つの会社に入って終
身雇用」では経済が停滞してしまうので、新しい社会ニーズを満たす企業へ労働
をシフトさせていく。



・グローバル展開を目指す企業においては、国際人材の必要性が高まっている。
そのためには日本的労働システムからグローバル労働システムへの転換が必要
となってくる。つまりグローバル化においてはこれまでの日本的労働システムは通
用せず、そのため組織にストレスが生まれ、ダイバーシティ（111ページ）を阻害し
ている。だからグローバルな視点で労働システムを見直す必要がある。
・ガバナンス変革を日本企業の経営者に求めた外国人投資家が、マネジメント層、
労働者層にもその株主支配への転換を求めている。

しかし多くの日本企業は18ページで述べたガバナンス変革同様に「日本らしさ」を
残したまま、この労働行政、労働立法に対応しようとしている。
そして本書はこれをサポートする立場を採る。すなわちワーキング・イノベーション
では「日本らしさ」を残し、従業員ガバナンスの下でこの政府が要請する働き方改
革に対応していく。



第２章 働き方改革のベクトル

第2章 働き方改革の
ベクトル



１．働き方改革実行計画の要点

まずは政府が発表している「働き方改革実行計画」のポイントを整理してみよう。
前述のように安倍内閣は労働行政を成長戦略の柱ととらえ、「働き方改革」と称し
て大幅な労働変革をしようとしている。そのためこれからも次々と法改正が進めら
れていくことが予想される。

本書の執筆は2017年であるが、この時点ではやっとスタートラインに立った所で
ある。2016年に「働き方改革担当大臣」を設置し、「働き方改革実現会議」（安倍首
相を議長として関係閣僚、有識者からなる会議）から「働き方改革実行計画」が発
表された。この計画が政策ベクトルになり、それに則って働き方改革は進められて
いく（はずである）。ここではまずその計画の骨子を述べてから、未来の労働行政、
労働立法を考えていく。
まずは政府の見解を理解しよう。

１．働き方改革
実行計画の要点



（１）働き方改革の意義
①経済社会の現状
4年間のアベノミクス＊1は成功した（と政府は言っている。その根拠は名目GDP9％
成長、ベースアップ4年連続、有効求人倍率が全都府県で1.0超え、格差の指標で
ある相対的貧困率が減少、デフレ脱却、実質賃金増加傾向といったものである）。
しかし個人消費、企業の設備投資は伸び悩んでいる。その原因は次の2つである。
・人口構造の問題（少子高齢化、生産年齢人口＊2の減少）
・企業のイノベーションの欠如による生産性向上の低迷、革新的技術への投資不
足
そのため政府として2つのことを進める。1つは投資、イノベーションの促進を通じて
付加価値生産性の向上を図ることである。人口構造から来る「人手不足」を「1人あ
たり付加価値向上」をすることで対応する。つまり労働時間増大＝残業時間増大＝
人件費増大から、生産性を向上するための投資、イノベーションに企業のカネをシ
フトさせる。これにより設備投資の低迷という課題を解消する。
もう1つは労働参加率の向上（働いていない人→働く人）であり、従来からの政策ベ
クトル「一億総活躍社会」を強く進めていくことである。これにより少子高齢化のさま
ざまな問題も解決する。そのためには画一的な労働制度から来る仕事と育児や介
護との両立を困難とした「働く壁」を取り払う必要がある。

＊1 安倍内閣の経済政策についての呼称。アメリカのレーガン大統領の経済政策の呼称「レーガノミクス」からこう呼ばれている。
＊2 国の中核の仕事である生産活動に就くことのできる人口。日本では15歳以上65歳未満の人口をいう。

（１）働き方改革
の意義



②取組の基本的考え方
政府の言う「働き方改革取組の基本的考え方」は次のようなものである。

（ⅰ）働き方と暮らし方はセット（＝ワーク・ライフ・バランス）
働き方改革は日本の企業文化、日本人のライフスタイル、働くことに対する考え

方そのものを変えていくものである。働く人の視点（＝多様な働き方を可能にして
ほしい）に立って、労働システムの抜本的な改革を行い、企業文化、風土を変える
。（しかし政府が「企業文化を変える」と宣言するのは極めて異例なことである。政
府が企業の経営にここまで踏み込んでくるとは･･･。）

政府は働き方改革の第一は「企業文化、企業風土という従業員が作り出したレ
ガシーを変えることにある」と宣言している。そして具体的な例として「長時間労働
を自慢するかのような風潮（なかなか「言い得て妙」である）が蔓延、常識化してい
る現状を変えていく」と宣言している。そして宣言というソフトローだけではなく、後
述する「残業時間規制」というハードローへと踏み込む。
（ⅱ）日本の労働システムの問題点

日本は労働参加率、子育て・介護との両立、転職・再就職、副業・兼業禁止とい
った顕在化した問題に加え、次のような労働生産性の向上を阻む潜在的な問題を
抱える。



（a）正規・非正規の不合理な（これがキーワード）処遇差
これをなくし、差別を受けている人の働くモチベーションを上げる。言い方を変え

れば、当然のことだが「合理的な処遇の差」（これを「均衡」と表現している）は認め
るということである。
（b）長時間労働

これによって健康問題だけでなく、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化の
原因や女性のキャリア形成、男性の家庭生活参加を阻んでいる。これを是正し、
ワーク・ライフ・バランス改善、労働参加率向上（女性、高齢者も仕事に就きやすく
する）を図る。
（c）単線型キャリアパス＊

日本は入社後、その入口によってキャリアが決まってしまう「単線型キャリアパス
」となっている。これによってライフステージに合った仕事を選択しづらくしている。

つまり複線型キャリアパス（いくつかのキャリアルートを持つこと）への移行を企
業に求めている。さらには転職による不利益をなくし、柔軟な労働市場、企業慣行
を確立する。「大学卒男子が学校卒業時に会社を決め、そこで一生働き、出世の
階段を上がっていく。そしてそれを高校卒と、女性が支える」という日本的会社を、
国は真っ向から否定している。

＊ キャリアパスとは、企業において従業員が時間とともに経験していく仕事のルートのこと



（ⅲ）結論
以下の2点を「まとめ」としている。

・改革の道筋は「働き方改革⇒労働生産性向上⇒成果を企業ではなく働く人に分
配⇒『賃金の上昇（「中間層の厚み」と表現）による消費の押し上げ』＆『企業の収
益力向上』＆『国の経済成長』」といった形で皆がハッピーとなる。

要するに「企業側としてもメリットがあるのだから、つべこべ言わずやれ」というこ
とである。
・雇用情勢が好転している今こそ、働き方改革を一気に進める。そのためには政
労使が一体となってスピードを上げる。この政労使のスピードの実現例として「罰
則付きの時間外労働の上限規制に産業界と労働界が合意できたこと」を挙げ、労
基法70年の歴史的大改革と自賛している。

この「スピード」がキーワードとなっている。「今一気に進める」ということであり、
企業へのインパクトは大きい。



（２）働き方改革のロードマップ
「働き方改革実行計画」の後半では、「働き方改革実現会議」で合意できたベクト
ル（ロートマップと表現）を書いている。このロードマップの柱として「同一労働・同
一賃金」「長時間労働の是正」「働き方改革の環境整備」「労働市場変革」を挙げて
いる。上の「基本的考え方」をさらに踏み込んで「すぐにできること」を提示している
。
①同一労働・同一賃金
非正規の処遇改革を「同一労働・同一賃金」というキーワードで表現して、ロードマ
ップの第一に置いている。働き方改革の第一は次の「長期間労働の是正」なのだ
が、これについては「残業時間の上限規制」という形で決着が付いた（後はこの上
限を下げていけばよい）ので、この同一労働・同一賃金、つまり正規・非正規問題
をロードマップの第一テーマとしている。そしてかなり細かい規制の案（＝これから
の法改正のベクトル）を出し、企業に対してすぐに準備に入るよう示唆している。
しかし民間企業の給与に政府がここまで介入するのは驚きである。日本が自由主
義（企業が自由に競争する）ではなく、ヨーロッパ型の社会主義（企業も社会の一
員。だから非正規という弱者を救う）に向かっていることを強く感じる。

（２）働き方改
革のロードマッ
プ



（ⅰ）企業への要望
同一労働･同一賃金に関し、国から企業への要望として以下のようなことを挙げ

ている。
・非正規は全体の4割。不本意非正規（前述したとおり「望まないで仕方なく非正規
で働く人」）の割合は減少しているが、自ら選択している人は女性（30代半ば以降
が多い）や若者に多い。この層の賃金アップによってデフレで傷んだ中間層を再興
する。

⇒「不本意非正規を正社員にするだけではなく、自ら望む非正規社員の給与を
上げてほしい」と言いたいのであろう。
・「同一労働・同一賃金」を「正規（無期雇用フルタイム労働者と定義）と非正規（有
期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）の間の不合理な待遇差を解決
すること」と定義している。賃金は労働によって決定するのが基本であるのに、ヨー
ロッパと比べ正規・非正規に大きな処遇差がある。これを解消するための政策を
進める。この対象は賃金（基本給、昇格、賞与、各種手当）にとどまらず、教育訓
練、福利厚生もカバーする。

⇒「給与ではなく教育訓練、福利厚生の“同一”ならすぐにでもできるはず。法制
化はするが、すぐにでも対応してほしい」と言いたいのであろう。



・まずは各企業において「非正規を含む労使」で処遇体系を確認し、同一労働・同
一賃金のベクトルによって是正してほしい。

⇒「法制化を待たずに（どうせ同一労働・同一賃金になるのだから）企業が自ら
の意思で進めていってほしい」と言いたいのであろう。

ここではあえて「ベンチャー、中小企業については“処遇に工夫をしていくこと”が
重要」と微妙な表現をしている。主旨がよくわからないが、この同一労働・同一賃
金というベクトルは「大企業を中心に適用」と言っているのであろう。
・年功ではなく「能力を評価する人事評価」を導入する企業は支援していく。

⇒「同一労働・同一賃金」ではあるが、「能力をベースとした処遇差は推奨する」
ということであろう。後述するワーキング・イノベーションのベクトルである「能力主
義」と一致している。
（ⅱ）ガイドライン
「同一労働・同一賃金」については上のコンセプトに基づいて立法化が進められて
いく。しかし実際の法規制では、同一労働・同一賃金については「不合理な処遇差
を禁止する」がその柱である（まさか「同じ仕事をしている人は皆同じ給与にしなさ
い」などと国から言えるはずはない）。したがって法では「何が不合理か」を明確に
していく必要がある。法の手段としては、「政府としてのガイドライン」（「これは不合
理」という例示）で表すのがセオリーであるが、この実行計画では未だ完成されて
おらず、ガイドライン案（案という表現も違和感があるが）を提示するに留まってい
る。その概要は次のようなものである。



ここでは「均等、均衡」という表現をとっている。均等とは「処遇差がない」ことであ
り、均衡とは50ページで述べたように「合理的な処遇差」（根拠のある処遇差）と解
釈できる。つまり正規、非正規という労働契約の違いによる処遇差は不可で、別の
合理的な理由の差（例えば先ほどの能力）なら認めるということである。
（a）基本給の均等・均衡待遇の確保

基本給には職務給、能力給、勤続給などがあろうが、これらの基準に照らし合わ
せて均衡だけでなく、「均等（正規、非正規でそのルールを統一）」にも踏み込んだ
ものといえる。つまり職務給であれば「同じ職務には同じ給与を」ということであり、
正規、非正規によって変えないということである。

昇給についても「勤続による職業能力の向上に応じ行うものであれば、同一の能
力向上には同一の、違いがあれば違いに応じた昇給を」と均衡を表現している。
（b）各種手当の均等・均衡待遇の確保

業績貢献による賞与、役職手当などは、同一の貢献、同一の役職は同一の（均
等）、違いがあれば違いに応じた（均衡）支給をする。その他、特殊作業手当（危険
作業など）、特殊勤務手当（シフト労働など）、時間外・深夜・休日労働の割増率、
通勤手当、出張旅費、食事手当、単身赴任手当、地域手当などは正規・非正規に
よらない同一の支給（均等）を求めている。しかしここまで詳細に国が書いてくると
は驚きである。



（c）福利厚生、教育訓練の均等・均衡待遇の確保
福利厚生施設では非正規への利用差別をしない（均等）。病気休職、法定外年

休などのルールも同一にする（均等）。教育訓練については少し表現が抽象的だ
が、「同一の職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じて実施」（均衡）
と書いている。
（d）派遣労働者の取扱

派遣元事業者（派遣労働者が労働契約をしている会社、以降は「派遣会社」と表
現する）の派遣労働者に対し、派遣先（仕事の指揮命令をしている会社）の労働者
との賃金、福利厚生、教育訓練などとの均衡を求めている。これもかなり踏み込ん
だ内容である。この均衡を誰に求めているのかが今1つわかりづらいが、どうやら
派遣先の企業に求めるようである。国は派遣労働者の給与は実質的には契約時
に「派遣先の企業が求めた額」になっていると考えている。この派遣先の企業を通
して派遣労働者の賃金を含めた待遇を是正することを考えている。つまり企業に
派遣労働を「低賃金労働として見るな」ということである。
（ⅲ）法改正の方向性
上は政府という行政側の意向（法解釈をガイドラインで示す）であるが、このロード
マップではこれからの法改正のベクトルも示している。



（a）均等・均衡待遇の規制
現在、有期労働者の均等待遇には法規制がなく、派遣労働者には均等だけでは

なく均衡待遇についても規制がない。
⇒すべての労働者に均等・均衡を求める法改正を行う。
⇒これによって労働者が司法（裁判所）に不合理な処遇を訴えられるようになる。
つまり国としては「どんどん裁判に訴えて欲しい」としている。そこで判例を生み、

その判断で立法化していくという従来からのアプローチをイメージしている。
（b）事業者側の説明義務

現在、企業は非正規に対し、正社員との処遇差を説明する義務（つまり正社員は
どんな処遇を受けているかを非正規に伝えること）はない。有期労働者については
雇入れ時に待遇そのものに関する説明義務もない。

⇒有期労働者への雇入れには待遇に関する説明義務、および非正規すべてに
対し正規との待遇差の説明義務を課す。
（c）裁判外紛争解決手段

労働者が裁判をしやすくするだけでなく、その裁判ための費用負担をおさえるた
めに「行政ADR」（Alternative Dispute Resolution）を整備し、無料で利用できるよう
にする。ADRは裁判以外で“もめ事”を解決するものの総称で、この場合は労働者
と企業の間に行政が入って“もめ事”を解決しようとするものである。ここでの行政
ADRとは前述の労働委員会の他に新たな機関を整備していくことを考えており、生
活分野でいう国民生活センター、消費生活センターのようなスタイルをイメージして
いる。これは労基署のように企業を“摘発”するのではなく、労働者個人を守ってい
くものである。



（d）派遣労働者
同一賃金・同一労働を実現するためには、派遣会社が派遣先の給与システム（

これに派遣労働者の給与を合わせて行くことを期待している）を知らなければなら
ない。そのためこの情報提供義務を課す。
しかしこのタイプの同一労働･同一賃金が仮に実現すると、派遣労働者は派遣先
が変わるごとに給与水準が変わってしまう。これに関しドイツでは派遣会社で労使
協定を締結することで「同一労働・同一賃金」の適用を除外している。しかし労使
合意のみでは労働者にどうしても不利になってしまうので、日本では次の3要素を
満たす派遣会社の労使協定のみを認める。
・同種業務の他の派遣会社の一般の労働者の賃金水準と同等以上にすること。
・派遣労働者のキャリア形成を前提に、能力を適切に評価して昇給に反映させて
いくこと。
・賃金以外の処遇については派遣先の正社員と均衡していること。

いずれにしても国は大企業が「派遣労働を低賃金で魅力的」と見ていると判断し
、これを是正すべく同一労働・同一賃金を求め、「派遣労働者の賃金を何としても
上げさせる厳しい法規制」を入れていく見込みである。



（e）施行、目標
最後に「中小企業には考慮していく」（先ほども意味不明な文章があったが、適

用除外ということなのか？）「十分な準備期間をとる」（企業が給与システムを改定
する必要があるので）としている。見方を変えれば大企業には、たっぷりと時間を
とるのだから、「できない」とは言わせないということであろう。

この工程表では2018年から同一労働・同一賃金について「施行準備・改正法の
施行」として、「施行後5年間を経過したら見直す」としている。

これらの法規制によって不本意非正規を「2016年の15％から2020年には10％以
下を目指す」としている。つまり大企業に「非正規として雇っても正社員と同じなの
だから幸せはない。すべて正社員にしろ」と言っている。



②長時間労働の是正
この柱は何と言っても前述の「三六協定でも超えることのできない、罰則付きの時
間外労働」という法改正を行うことを決めたことである（法改正をしたわけではない
が、やると決めたならやるはずである）。現在は三六協定で定められている時間外
労働の限度を告示＊1（月45時間以内かつ年360時間以内）で決めているが、罰則
はなく、かつ労使が合意すれば特別条項を設けることで「実質的には上限なく時間
外労働が可能」となる。
今回はこの告示を法律に変え「罰則付きの規制」とし、労使合意による特別条項で
も超えられない上限を決める。この上限の数字が労使間でもっとも揉めた（らしい）
が、連合、経団連の合意がとれたとしている。その内容は次のとおりである。
「週40時間の法定労働時間を超える時間外労働の限度を、月45時間、年360時間
とする。」
ただし特例として臨時的な特別の事情がある場合は労使が合意して労使協定を
結ぶことができるが、その場合でも年720時間（月平均60時間）を上限とする。ただ
し「2ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6カ月の平均のいずれも80時間以内」「単月では100時間
未満」「特例の適用は年6回を上限とする」という条件を付けている。⇒大企業との
調整での苦労の跡が見られる。ただまあ大企業側がこんな「せこい適用除外」を
求めたのかと思うとやや情けない感がある。



・現在は上限告示の適用除外となっている運輸業（自動車運転事業）、建設業に
ついても、適用除外とはしないが、その施行を一般の5年後とする。（しかしこの2つ
の業界だけ「残業規制が実質的にはなかった」というのを知った時、「なぜ」という
思いだけが残った。「社会インフラを支える」ということなのだろうが、この2つだけと
いうのは納得できない。この“甘さ”が逆にこの2つの問題業界の「働く現場」を壊し
てしまったように思う。顧客の無理な要求に応え、ライバルに勝つために「残業を
やってがんばる」というのが、この2つの労働集約型の業態に共通しているもので
あり、これが「苦しい現場」を生んでしまった。）
・やはり適用除外になっている新技術・新商品の研究開発業務については、健康
確保措置を課すことを前提にこのまま適用除外とする。
・勤務時間インターバル制度（前日の終業時間と翌日の始業時間に一定時間の休
息を確保する）を努力義務とする。
・取引関係が弱い中小企業（要するに大企業との取引で声を出せない）などは発
注企業からの短納期要請や顧客からの要求により長時間労働になりがちなので、
商慣習の見直しや取引条件の適正化を一層強力にする。なかでも長時間労働が
顕著な3つの業界（2つは先ほどの業界）をピックアップして書いている。1つは運輸
業（自動車運転事業）であり、取引条件、制度の見直し、IT活用などを求めている
。2つ目は建設業である。これには発注者を含めた協議会を作り、施工時期の平
準化、IT活用、書類の簡素化などを求めている。3つ目はIT業界である。これにつ
いては業界がすでに出した「残業は1日1時間以内」を政府がフォローアップする。



・複数の事業場を持つ大企業には従来の事業場ごとの調査だけではなく、“かとく
”（23ページ）による本社への立入り調査、指導を実施する。違法企業の公表も積
極的に行う。
・パワハラ＊2（これが「長時間労働の大きな要因」となっているとしている。要するに
上司の横暴で残業させられている）防止、過労死対策を進める。

ただ課題として挙げられた「長時間労働を自慢するかのような風潮が蔓延、常識
化している現状を変えていく」については「経営者はどのように働いてもらうかに関
心を高め、単位時間あたりの生産性向上を考えなさい」という“意見”だけを出すに
留まっている。

＊1 告示とはさまざまな定義があるが、「国や地方公共団体などの公の機関が法に基づいて公示（広く周知させる）するもの」というのが
一般的。
＊2 パワーハラスメントの略。厚労省の定義では「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背
景に、業務の適正範囲を越えて精神的、身体的苦痛を与える、又は職場環境を悪化させる行為」としている。



③働き方改革の環境整備
働き方の環境については次のような提言をしている。

（ⅰ）テレワーク
テレワークとはネットワークを中心とするITを用いて、通常のオフィスではなく、自

宅、サテライトオフィス＊などで働くスタイルのことをいう。国としてはこれが子育て・
介護などをしている人のワークスタイルとして適切と考えている。このテレワークを
雇用型（事業者と雇用契約を結ぶ）、非雇用型（請負契約などによる）に分けて考
えている。
（a）雇用型テレワーク

雇用型テレワークについては次のような問題点がある。これを労働行政、労働立
法でクリアしていく。
・労働時間の管理をどうするか

⇒フレックスタイムや「みなし労働」（92ページ参照）の考え方を適用する。
・長時間労働となりがち

⇒深夜労働の制限、深夜・休日のメールを抑制する。
あわせてテレワークに必要なセキュリティガイドラインの作成、ワンストップの相

談支援（厚労省、経産省…といった役所の壁を取る）、モデル事業の実施を考えて
いる。



（b）非雇用型テレワーク
これについては次のような問題点を挙げている。

・仕事内容の一方的変更やそれに伴う過重労働
・不当に低い報酬、支払い遅延
・発注側が提案書などの著作物を無断転用（これは違法行為だが）すること

そのうえで、このような問題の解決について、「発注者と労働者が直で契約する
のではなく、仲介者を通すこと」としている。
（c）副業・兼業

このテレワークの所で副業・兼業についても述べている（国は副業、兼業につい
てテレワークを前提に考えているのであろう）。残業時間の削減で収入がダウンし
、「食べていけない人」、さらには「もっと働きたい人」に対して、副業、兼業でカバ
ーすることを考えているようである。現在の企業の多くは従業員の副業･兼業を認
めていないので「認める方向」に指導していく。

＊ 本来の都心にあるオフィスではなく、自宅の近くにある小さなオフィス



（ⅱ）人材育成
（a）女性

女性活躍については、すでに立法化している女性活躍推進法をベースに行政指
導＊をさらに進めて行く。これにリカレント教育をテーマとして追加した。正社員だっ
た女性が育児で一旦退職すると、そのブランクのため復帰が難しい。そこで大学等
でもう一度教育（リカレント教育：リカレントとは反復、回復といった意味）を受け、就
業支援を国が実施する。
＊行政指導とは行政手続法に定められているもので、行政機関が特定の人に指導
、勧告、助言をするもののうち、行政処分にはあたらないもの。
（b）若者

就職氷河期でフリーターとなってしまった人、高校中退者などに職業訓練の場を
作る。
（ⅲ）高齢者の就業促進

目指す姿をエイジレス社会（年齢に関係なく公正な職務能力評価により働き続け
られる社会）としている。現状は高齢者の7割近くが65歳を超えても働きたいと考え
ているが、実際に働いているのは2割程度である。そのために「65歳以降の継続雇
用延長や65歳までの定年延長を行う企業」への支援の充実を行っている。これは
2020年度までが集中取組期間となっており、2020年以降にこれをハードロー化する
のであろう。



さらには多様な技術・経験を持つシニア層（定年後も継続して働いている人をよく
こう表現する。何か差別を感じる用語であるが、政府もこの言葉を使っているので
そのまま使う）が1つの企業に留まらず、幅広く社会に貢献できる仕組を目指す。こ
れにはハローワークでの高齢者求人開拓、U・I・Jターンして地方で働くための全国
マッチング・ネットワーク、高齢者になる前のスキル、ノウハウの蓄積・棚卸しや転
職、再就職、副業・兼業などを推進していく。
（ⅳ）外国人材の受け入れ

これについては3つのことを挙げている。
・国の調査では現在日本で就労する外国人材は、「人事評価システムの不透明さ
」、「求められる日本語の水準の高さ」を不満と思っている。そこで人事評価システ
ムの透明化、高度外国人材（専門的、技術的分野で働く人）には英語による就労
環境の提供を推進する。
・高度外国人材については、日本版高度外国人材グリーンカード（永住権許可申
請の在留期間を現行の5年から世界最速の1年に）を創設し、その上で高度人材
ポイント制度（高度な仕事をやったことにポイントを付与して、そのポイントに応じて
出入国管理の優遇措置を与える）にトップ大学卒業生の加算措置をとる。
・高度外国人材以外の一般外国人の受け入れについては、日本人の雇用への影
響、産業構造への影響、教育、社会保障などの社会的コスト、治安など幅広い観
点から国民的コンセンサスを踏まえつつ検討する（要するに「これからどうするか
をよく考えてみる」）。



（ⅴ）病気の治療と仕事の両立
病気を治療しながら仕事をしている人は労働人口の1/3（！）とした上で、次の3

つの点を挙げている。
・会社の意識改革と受け入れ体制の整備

「企業トップ自らがリーダーシップを発揮し、働く人の心身の健康の保持、増進を
経営課題として明確に位置づけ、病気の療養と仕事の両立支援を含めて積極的
に取り組むべき」と要請している。
・トライアングル型支援

治療と仕事の両立に向けて、主治医、会社の産業医、両立支援コーディネータ
ー（これを「患者に寄り添う人」とし、医療ソーシャルワーカー、産業カウンセラー、
キャリアコンサルタント、社会保険労務士などが担当することをイメージしている）
の3者がトライアングル型で支援する。
・産業医、産業保険機能の強化

産業医の能力向上および支援機能強化、面接・健康相談の確実な実施および
独立性・中立性の強化を挙げている。
（ⅵ）子育て、介護等と仕事の両立
・子育てについては「待機児童解消加速化プラン」（2013年度から進めてきた）をさ
らに進める新プランを策定する。
・介護については介護離職ゼロに向け、介護職員の増大、待遇改善を行う。



・男性の育児・介護への参加を加速するために、あらゆる政策を動員する。あわせ
て育児休業を勧奨する仕組、イクボス（育児や介護に理解のある上司）を増やす
ためにロールモデル（まねしてほしいやり方）を作り、イクボス宣言する会社を広め
ていく。次世代育成支援対策推進法のくるみん（子育てしやすい企業の認定）につ
いては、男性の育児休暇取得に関する認定基準を引き上げる。また男性の育休
取得状況を見える化（外から見てわかるようにする）する。
（ⅶ）障害者就労支援

障害者の雇用環境は改善しているが、依然として雇用義務のある企業（120ペー
ジ参照）の約3割が「障害者雇用ゼロ」であり、経営トップを含めた社内理解や作業
内容の改善に問題を残している。そのため以下の策を採る。
・法定雇用率を引き上げる
・障害者雇用ゼロ企業の受入れ支援のために、実習での受入れ支援、障害者雇
用に関する研修、知見のある企業OBの紹介、派遣を行う。
・障害者雇用仲介所のIT化、優良事業者の見える化を支援する。
（ⅷ）子供教育

誰もが希望すれば高校、専修学校、大学へ進学できる環境を整える。そのため
に次の2つの策を採る。
・高等教育の斬進的な無償化
・返還不要、給付型の奨学金制度



④労働市場の変革
（ⅰ）賃上げ

企業収益は過去最高となっても、賃上げには必ずしもつながっていない。労働分
配率＊を上げ、総雇用者所得を向上させていく。そのための策は次の3つ。
・最低賃金（98ページ）を年率3％を目安として上げていく
・中小・小規模事業者の取引条件を改善するために、50年ぶりに下請代金の支払
いについての通達を見直し（現金支払いなど）、下請法の運用基準（下請いじめを
発見し是正する）を13年ぶりに抜本改革した。これを厳密に実施していく。下請Gメ
ン（取引調査員）による年間2000件以上のヒアリング調査を行う。
・賃上げ企業に対する税制優遇、助成制度を創設

＊ 345ページにあるように付加価値に占める人件費の割合のこと。本来は給与分配率と表現すべきだが、国などはこれを労働分配率と
表現している。



（ⅱ）雇用吸引力、付加価値の高い企業への転職・再就職支援
労働者から見た転職、企業から見た中途採用がうまくできるように、国として方策

を考えていく。大きく2つのことを挙げている。

（a）助成支援
・中途採用受入れ企業に対する支援体制を強化する。
・成長企業の転職者受入れに伴う能力開発や、賃金アップに対する助成策（カネ）
を拡大する。
・年功（中途採用にとっては不利）から能力評価へ移行する企業を助成する。
・産業雇用安定センターが中小企業団体らと連携してマッチング機能を強化する。
・転職者受入れ促進の指針を作成し、経済界に要請する。
・転職・再就職向けのインターンシップのガイドブックを作成し、企業と大学の実践
的な連携プログラムを支援する。
（b）職業能力、職場情報の見える化

アメリカでは職業情報を網羅したO-NETが転職や再就職支援に役立っている。こ
れをまねてAI＊などの成長分野を中心に様々な仕事の内容、求められる知識・能力
・技術、平均年収といった職業情報を提供する官製サイト（日本版O-NET）を立ち
上げる。あわせて女性、若者の職業情報についてもワンストップで閲覧できるサイ
トを創設する。

＊ Artificial Intelligence：人工知能。人間の知能をITで実現しようとするもの



２．働き方改革の方向を推察する

政府発表の資料は整理されておらず、そのベクトルはつかみにくい。直近の施策
はわかるのだが、長期的なベクトルが今1つ読みきれない。特に「ポスト東京オリン
ピック」（ポスト安倍かもしれないが）の2020年以降に向けてのベクトルがまったくと
いってよいほどない。企業から見れば人事制度を含めた「働き方」はスピードよりも
長期政策を知ることが大切といえる。

そこで政府の資料から国として考えていること（いそうなこと）を類推し、そのうえ
で長期ベクトル・長期政策を推察していきたい。

働き方改革の要素は大きく3つある。これは国の言っている政労使とはやや異な
る。

政府が「規制」を入れるターゲットは明らかに大企業である。中小企業はむしろ「
支援」がそのベクトルである。この大企業については従来型の日本的企業システ
ムを想定している。つまり大学卒（院卒）男性を中心とした従業員がメインの会社
である。新人社員として入り、出世競争をし、キャリアアップを積んで、勝者はトップ
に立つというものである。これがいわゆる正社員であり、単一の像である。つまり「
従業員が一体化した大企業」（=従業員ガバナンス）が働き方改革の第1の要素で
あり、「規制ターゲット」である。

２．働き方
改革の方向
を推察する



もう1つの要素はそれ以外の人で大企業の仕事を支える人である。これが非正
規社員（これまで言ってきたものより幅広く、正社員であっても差別を受けてきた女
性なども含む。つまり上記の大学新卒男子以外）というグループであり、いくつか
のスタイルを持っている。女性、派遣社員、請負社員（下請など請負契約を結んで
いるが、実態は大企業の指揮命令下で働いている）、有期雇用（これは「望む人」
と「不本意な人」がいるが、ここでは不本意だけを対象とする。左の3区分と重なる
所も多いが）、そしてややタイプの異なるシニア（正社員の60歳以降）、外国人であ
る。つまり「非正規という大企業のサポート部隊」であり、「支援ターゲット」である。
3つ目の要素が国（そのリーダーとしての政府）であり、「規制、支援の主体」である
。
この3つの要素についてそのベクトルを推測してみよう。



（１）大企業についての国の見方
国は大企業の行動を次のように見ている。
・損益は向上しているが、投資に踏み込めないでいる。アベノミクスによる景気回

復で収益は向上しているが、一方で上場企業は外国人投資家の圧力から長期的
なROE＊1向上を求められるようになっている。そのため長期的に利益を圧迫する設
備投資は控えてしまう。そこで使い道のないカネが貯まりキャッシュリッチ状態とな
っている。つまりカネはあるが、未来の利益ダウンが恐くて踏み込んだ設備投資が
なさていれない。
・設備投資がなされないため、日本企業全体のビジネスがストック（工場での生産
のように投資してこれを回収するビジネス）からフロー（顧客の注文に応じるビジネ
ス）へ向かっていく。そのために費用の中で人件費の占める割合が高くなっていく
。こうして社会全体においてフロービジネスという「機械よりも”人”を使う仕事」が
増えてくる。したがって社会全体として人手不足となる。このフロービジネスは大企
業がその受注元となるため、大企業に強烈な人手不足が現れてくる。
・一方で、国から65歳までの雇用を求められ、シニアという非正規が生まれ、かつ
年々増加していく（60歳になる人は毎年いて、かつ国が雇用のゴールを65歳から
70歳へと変えていく）。しかしシニアは人手不足となっている“今”の現場の仕事を
やった経験がない（60歳の時点では管理職かスタッフになっていた）。

（１）大
企業につ
いての国
の見方



・このシニアの増加と、フロービジネスの特徴である将来の注文の不透明さから、
人手不足であっても退職、病気休業などのスピンアウト分程度しか採用できない。
したがってこの人手不足を補うのは残業、社外テンポラリーパワー＊2（派遣、請負、
外国人）しかない。そして株主から強く求められている「利益を上げる」には、この
テンポラリーパワーの低コストさは魅力的である。
・正社員は、本来トッププレイヤーが一定年齢になると管理職へと移行するものだ
が、彼らを現場からはずすとますます人手不足となってしまう。しかし社内の昇進
ルール（勤続年数、人事評価･･･）からいって上げないわけにはいかない。そこで
管理職という言葉をやめ、マネジャー（プレイもやる）として現場にとどめてしまう。
彼らは残業代が支払われないので年収ダウンになるだけでなく、正社員の後輩だ
けでなく社外パワー、シニアをもマネジメントしなくてはならず、組織のストレスがこ
こに集中してくる。彼らマネジャーの一部は病気（心の病が多い）になったり、場合
によっては退職してしまう。



・大企業は人手不足の中で現場を回すので“いっぱいいっぱい”となり、“長期的な
未来の手”が打てない。IoT＊3などによる既存事業の変革や新規事業の開発といっ
た企業として打つべき施策もお題目だけで何も進まず、そのための設備投資物件
が現れてこない。
・利益を圧迫せず（株を取得するカネは費用とならない）、手間もかからないM&A（
多くの場合買収ではなく、経営ミスで経営危機になった企業の救済）をして人手不
足を解消しようとする。しかし「親会社の仕事を子会社が協力して一緒にやる」とい
うシナジーは生まれず、親子とも何の変化もない。

＊1 Return On Equityの略。R÷Eのこと。Equityは株主資本≒純資産（資産－負債）であり、解散した時の株主の取り分。Returnは利益
であり、ROEはこの「株主の取り分」の年あたりの増加率。
＊2 一時的な労働力をテンポラリーパワーと表現する。
＊3 Internet of Things。すべてのモノ（ヒトを含む）をインターネットに接続していこうとする考え方。これによって事業モデルの変更、新規
事業開発が期待される。



（２）非正規についての国の見方
非正規に対して国は次のように見ている。

（ⅰ）女性
大企業で働く正社員の女性のうち、若手層には働き方を改革するチャンスが生

まれている。これまでのネックであった育児が国の支援で何とかメドが立ってくる。
しかしベテラン層の女性から見ると、大企業のキャリアアップは男性中心かつ過去
の人事評価を引きずることもあって、途中からの進路変更は難しい（はっきりいえ
ば、女性は人事評価で低評価しか受けていないため、今から公平といっても過去
の人事評価が影響してキャリアアップが難しい）。厳しい環境の中、大企業で働い
てきたベテラン女性には“あきらめ”さえも生まれている。一方、「国の支援なき状
態」でかつて大企業を去り、パートなどに就いている女性に復職の目が出てくる。
しかし大企業にはその正面入口はない。したがって派遣、有期雇用などの裏口か
ら入るしかない。
（ⅱ）派遣、請負、有期雇用

上記の女性を含め、就職難の時代に「大企業の正社員」として採用されず、仕方
なく（国のいう「不本意」である）この低賃金スタイルの働き方に就いた人も相当数
いる。特に近年の人手不足で派遣、請負会社の採用パワーは増大している。この
低コスト労働力が大企業の好業績を支えたともいえる。

（２）非正規
についての国
の見方



（ⅲ）外国人
国のいう“高度人材”は、外資系以外にはほとんどおらず、テンポラリーな仕事を

やってくれる外国人を低賃金で雇っている企業がほとんどである。上の日本人の
派遣・請負・有期雇用の人たちから見ると、彼らが自分たちの職を「さらなる低賃
金かつ “不安定さ”」で担うという思いが強く、協働が難しい。
（ⅳ）シニア

退職金の低下、年金支給年齢の引き上げにより60歳定年後も働かざるを得ない
。しかし今までのように「やりたい仕事で高給」ではなく、「やりたくない仕事で低給」
というダブルパンチの中でモチベーションダウンとなっている。



（３）国の打つ手
このような中、国が「今打っている手」から「これからのベクトル」を考えてみよう。

①長時間労働
残業の上限規制が労働法的にはもっとも“なじむ手”である。まずはもともと出し

ていた告示に書いてある「月45時間」を刑事罰を付けて徹底させることである。そ
のためには労基署、「かとく」を使って摘発を進め、企業経営者だけでなく、直接の
残業命令者たる第一線の管理職をも罰していく。そして企業としては刑事罰のた
め彼らを処分せざるを得なくなる。こうすることで大企業の経営者のみならず、長
時間残業のポイントである管理職にも「違法残業をやれば必ず捕まえる」という国
の本気度を示す。かつてやった談合、駐車違反、酒酔い運転の一斉摘発と同様の
手によって早期結着を図る。そしてその罰は重くなることはあっても軽くなることは
ない（摘発して社会がイエローカードを出している中でやれば、次はレッドカード）。

「月45時間以上の残業禁止」が浸透したら、次はこの上限を下げていく。目指す
ラインはヨーロッパの「週48時間労働」あたりである。つまり週なら8時間の残業、1
日なら2時間以内あたりに持っていく。これを国がやってきた「ソフトロー（努力義務
）→ハードロー（法律で禁止）→摘発」と進めていく。

これによって定常的に溢れてしまう仕事で、テンポラリー・非正規を「定常的な働
き手」に変え、あわせて設備投資という生産性向上の王道で補うように持って行く
。したがって設備投資はAI／IoT／ロボットといった先端技術による生産性向上が
テーマである。このためのカネを国が大学、公的研究機関などへ思い切って出し
ていく。これによって近年投資不足で衰えてしまった国際競争力を高めていく。した
がって企業は大学、公的研究機関とのジョイントが大きなテーマとなる。

（３）国の打つ手



②同一労働・同一賃金＆非正規
賃金については、本来は国としては打つ手が無いところである。つまり企業の賃

金は企業が決めて、それに合意した人を採用することが本来の姿である。だから
打てる手は「最低ラインを最低賃金法、労基法で決める」が限界のはずである。
しかしここに来て声高に叫んでいる「同一労働・同一賃金」というキャッチフレーズ
を使って手を打っていくことは間違いない。そして国が「非正規という言葉を日本か
らなくす」と言ったのだから、労働契約による差別は禁止してくるだろう。そのため
にどういう政策・規制フレームを採るかであるが、私の考えは次のとおりである。

批判、誤解を恐れずにはっきり言えば「インフラ人材」と「高度人材」という2つのタ
イプを設定して進めていくと思う。インフラ人材とは「一定の教育を受ければ誰でも
できる仕事」を担う人である。一方、高度人材とはポテンシャル能力を要求し、「で
きる人にしかできない仕事」を担うものである。政府が今言っている「高度プロフェ
ッショナル」をもっと幅を広げるものである。

このスタイルがはっきり見られるのは役所のキャリア、ノンキャリアである。そして
従来の日本企業もこれを総合職、技能職、一般職といった形で採用時点で振り分
けていた。しかしそこに男女差別が生まれ、均等法でバックに隠れてしまった（なく
なったのではなく）。



インフラ人材については、その会社の仕事（指揮命令下にある仕事）は基本的に
すべて自社で担い（＝派遣、請負という外部人材というスタイルはとらず）、有期雇
用はやめさせ、無期雇用の労働契約スタイルにバリエーションを持たせる。
高度人材については、インフラ人材からのキャリアアップもあるが、原則としてイン
フラ人材とは異なる労働契約スタイル（「スペシャルキャリア」といった契約）をとる
。

つまり「同一労働・同一賃金」を実現すべく、労働によって契約スタイルを変える
というものである。そして高度人材については国際競争力から考えて、「思い切り
仕事をしてもらう」という形、つまり残業という時間ではなく、成果を目指して働き、
その成果に対して高給与を与えるという形に変えていく。この突破口が93ページの
ホワイトカラー・エグゼンプションであるが、労組側の反対（というよりもマスコミ、何
でも反対の野党）によってなかなか進まない。ただこれは何としても進めていくであ
ろう。企業から見ると、この「高度人材」という考え方を、国の出方を見ながら、そし
て法の変更をタイムリーにつかみ、人事制度に採り入れていくという難しい経営判
断を迫られることになる。

政府のこの考え方は「仕事によって労働契約を変える」というアメリカンスタイル
を採り入れるものともいえる。会社法でアメリカンスタイルの委員会設置会社など
の複数パターンを持たせたのと同様の手法であるが、金商法とは違い「労働者」
がからむだけに、国も「大企業優遇」、「エリートと弱き労働者の差別」と言われると
返す言葉がなく、苦しい戦いとなっている。



③終身雇用について
これについては2つの側面がある。
第1のテーマは労働移動についてどう考えるかである。まずは国として残業制限

をしながらも、解雇濫用法理を続けるかである。これをやめて「クビ切り」を認める
と、今の選挙スタイル、マスコミという社会権力を考えると「弱者を作る」と糾弾され
るリスクが恐い。つまり解雇は従来どおり「できない」。そうなると「クビ切りなき残
業制限」で企業業績を傷めつけるリスクがある。
このような中、国が採るベクトルは、ゆっくりと様子を見ながら（政労使で合意しな
がら）残業規制を続け、溢れていく仕事をITなどによる生産性向上でカバーしてい
く。ただこれだけではかえって企業の労働が確定化し、採用が抑えられ、新卒学生
が就職氷河期となってしまう。
そうなると国として2つの労働移動を目指していくであろう。1つは新規採用、中途
採用も含めてベンチャー（人さえいれば成長できる）、中小企業（新卒学生が来な
いので人手不足）へのシフトである。これについて国はマッチング支援、カネによる
支援（教育費負担、税制優遇･･･）、さらにはベンチャーの上場支援（有名になれば
就職したい学生が集まる）を積極的に進めていく。



もう1つは一方で「ヒト余りとなった企業」からの移動である。国としての施策の基
本は、 “今”アクシデントでヒト余りとなってしまった大企業と人手不足の企業が一
緒になることへのサポートである。友好的M&Aであり、国が産業革新機構（18ペー
ジ）などを使って、ピンチの大企業からヒト余り事業を切り出し、ヒト不足の企業と
積極的にジョイントさせることである。かつての例で言えば、半導体事業が失敗し
大赤字となってしまった日立、台湾に行ってしまったシャープ、アメリカと国内で取
りっこになっている東芝、そしてグローバル化で国内ではリストラを続ける大手メー
カーといったタイプの大企業が出て来た時に、このヒト余り事業の人材を人手不足
の企業へ移動すべく国が積極的に支援することである。

第2のテーマは定年延長である。企業から見るとシニアという非正規の増加とい
う難題を抱えることになってしまうが、これはさらに進めていくしかない。年金の資
金運用がうまく行えず（国が低金利に誘導しているのだからうまく行くはずがない）
、団塊の世代が年金プールをどんどん消費し、長生きになっていく中で、現状は「
60歳定年、65歳まで継続雇用」がハードローであるが、前述のようにソフトローの「
65歳定年70歳まで継続雇用」がハードロー化されるであろう。そして行き着く先は
エイジレス社会（年齢によらず働ける社会）であり、アメリカのように「定年の禁止」
であろう。



④利益について
しかしこうやって労働者を守るために企業に常傭を求め、給与レベルを上げさせ

ていけば企業の業績に極めて大きなリスクを与えてしまう。これによる株価ダウン
によってバブル崩壊、リーマンショックなみの経済危機を迎える可能性もある。
国はこれについてもいくつかの手を打ってくると思う（はずである）。1つは期間業績
指標を「利益」から「営業キャッシュフロー＊1」へシフトしていくことである。これによっ
て設備投資を積極的に行っている企業の株価が上がる仕組を、日本がリーダーと
なって作ることである。

2つ目は株主のストック（純資産）、つまり株主の最終的な取り分についてである
。これを考えれば純資産のアップ分としての「利益」が着目されてしまう。これにつ
いては会社をゴーイング・コンサーンと考え「解散」というスタイルを基本的には採
らせず、というよりも考えさせず（法的には健康な企業は解散しづらいようにして）、
株価と配当のみを投資家のリターンとする。その上で株価と営業キャッシュフロー
が連動するようなスタイルへと持っていくことである（このあたりは拙著「ファイナン
ス･イノベーション」を読んでほしい）。

これを同じように社会利益を大切にするヨーロッパ（彼らがIFRS＊2というグローバ
ルルールを作った）とともにグローバルスタンダードとしていくことである。そして“
今”のアメリカなら「競争自由主義よりも国家利益第一主義」の下、賛同する可能
性は高い。



経営から言えば、このベクトルを期待して、利益ダウンを恐れて躊躇せず、積極
的な設備投資、そのための人材採用に踏み込み、それによって経済全体を活性
化し、そのリターンを個別企業が受けると考えることである。そしてこの変革の担
い手としての高度人材の育成を図っていく。

ワーキング・イノベーションは長期的にはこれら「国の戦略政策ベクトル」と歩調
を合わせる形で進めていく必要がある。

＊1 営業キャッシュフローは営業利益に減価償却費（設備投資の費用の平準化分）が上乗せされるため、設備投資をしても業績にマイ
ナスの影響がない。
＊2 International Financial Reporting Standardsの略。国際財務報告基準。



第３章
ワーキング・イノベーションにおける労働法のポイント

第3章 ワーキング・
イノベーションにお
ける労働法のポイン
ト

PARTⅠの最後にこれまでの記述と重複するものも多いが、ワーキング・
イノベーションを考える上での“今”の労働法のポイントを整理しておこう（
今後、細かい点は変わる可能性も高いが）。



１．労働契約

（１）規定
労働者（働きたい人）と使用者（求人者）との間の「関係」を規定するものには、次

の4つがある。
①労働法

労働法でこの「関係」をルール化している。
②労働協約

労働法の定めに基づき、使用者と労働組合で労働関係について合意したルール
を、所定の形式の書面で記したものである。

一方24ページで述べたように「労使協定」とは「労働法で採ることのできる標準ル
ール以外のオプション」（変形労働制、フレックスタイムなど）を使う時などに用いら
れる。これを使う時は「使用者」と「その事業場の過半数で組織する労働組合」また
はそのような組合がない場合は「その事業場の労働者の過半数を代表する者」と
の書面による協定を求めている。
③就業規則

使用者が作成する「労働者が働くルール、条件」を定めた“文書”のことで、労働
契約の内容に取り込まれる。この就業規則の改正については上記の過半数労働
組合、過半数労働者の代表から意見を聞き（微妙な表現だが、合意ではない）、文
書として残すことを求めている。

１．労働契約
（１）規定



④労働契約
労働者と使用者の個別契約であり、「労働者が使用者に使用されて労働し（労働

者側の債務＝使用者側の債権）、使用者がこれに対して賃金を支払うこと（使用
者側の債務＝労働者側の債権）によって成立する」と労契法に規定している。②、
③とは異なり、通常の契約同様に文書であることを要求しておらず、「口頭や黙示
の合意」でも契約となる。
日本では個別の労働条件について書面で定めることは少なく、就業規則という書
面によって企業としての労働条件を定める場合が多い。しかし逆に言えば口頭、
黙示も労働契約である。そのため勤務地、働き方といったことが就業規則に書か
れていない時に、労働者の合意なしに“契約当初の状態”から変更できるのか（「
口頭で採用時に勤務地は『関東だ』と言い、その後その会社が全国展開し、九州
への転勤となった」など）といったことが問題となる。
これまで述べてきたように労働スタイルは多様化しており、日本でも個々人の労働
条件も書面で取り交わす企業も出ている。またこれらのことを法律で明記していく
動きも出ている。

これらの規定は労働法、労働協約、就業規則、労働契約の順に効力を持つ。す
なわち労働協約に反する就業規則、就業規則に反する労働契約は無効である。



（２）労働者と使用者
労働契約は労働者と使用者の一対一の契約である。

①労働者
労働者について、労基法では「この法律で労働者とは職業の種類を問わず、事業

に使用する者で賃金を支払われる者」と定義し、労契法では「この法律における労
働者は使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう」と定義している。

労基法の定義は明らかに資本主義、つまり「資本家は労働者から労働力を買い、
自分の持つ資本と組み合わせ財を生産することで益を得る」がベースである。「労
働力を買った資本家」から「労働力の使用」を委任された使用者（経営者など）が、「
労働力を事業に使って益を得る」というものである。日本における従業員ガバナン
スでは相容れない定義である。
企業の労働法の変化を見て私が感じたのは、国はこの法と実態のアンマッチを近
づける努力を続けている（これからも続けていく）ということである。すなわち法を実
態に合うように近づけ（容認し）、かつ実態を法に合うように規制していくことである
。
1940年代に生まれた労基法から50年以上経ってから生まれた労契法では、労基法
より少し実態に近づいている。つまり労働者の定義で、「事業に使用される」を「使
用者に使用される」と変えている。この「使用」をどう考えるかだが、アメリカ資本主
義ではなく、社会主義国家であるドイツの労働法にある次のような「労働の定義」に
近づけていくのであろう。

（２）労働
者と使用者



「就労（労働に就く）とは非独立の労働（自分の意志だけで働くわけではない）、と
りわけ労働関係の労働（よく意味がわからない）である。就労の根拠は、指揮命令
下で勤務（労働）する者及び指揮命令を行う者（日本の労働法でいう使用者）の労
働組織への編入である」
要するに日本の労働法にある「使用」という言葉を使わず、労働を「指揮命令下で
働くこと」と定義し、日本でいう使用者を「指揮命令を出す人」とすっきり定義してい
る。

日本では労働の一般的判断基準として「使用従属性の有無」を挙げている。そし
てこの使用従属性を「指揮監督下で労働」としている（だったら使用従属性という言
葉を使わない方がすっきりしていると思う）。指揮監督とは「指揮命令し（～をしなさ
い）、監督（ちゃんとやっているかをチェツクする）する」ということである（命令権と
監督権はセットと考えられるので、本書では指揮監督も指揮命令と表現する）。要
するに「指揮命令」を労働の原点としている点でドイツと同じである。そして一般に
この指揮命令を持つ人のことを上司という（指揮命令されるのは部下）。だから上
司のいる人はすべて労働者ということになる。課長であろうと部長であろうと上司
がいれば労働者であり、法による労働保護の対象である。



前述の請負契約、委任契約は労働契約に当たらない。請負契約は発注者（X社）
と受注者(Y社)の間で「仕事の完成物を約束するもの」でX社とY社の間に仕事の
指揮命令関係がない。X社のいかなる人も、Y社のいかなる人への指揮命令はで
きない（仮にY社の人が仕事をX社でやっていても）。しかし問題は、請負契約なの
に実際はX社の人がY社の人へ指揮命令をしていた時である。労契法はその定義
によってこのX社とY社の人の間を労働契約と認め、労働法によってY社の人を保
護する。つまり契約上（民法上）指揮命令がなくても、実際に指揮命令関係にある
場合は、その部下側（指揮命令を受ける方）を労働法で保護する、というよりもX社
（発注者側）およびその指揮命令者を使用者として規制する。
委任契約はその依頼を受けて、仕事のやり方は自分で考えて、つまり指揮命令を
受けることなく仕事をするものである。この代表例は取締役であり、取締役は代表
取締役を含めすべて平等（指揮命令関係にない）であり、会社と委任契約をしてい
る。監査役、委員会設置会社の執行役も同様である。しかも先ほどの請負契約と
は異なり、「会社法の下で規定された委任契約」をしている。そのため彼らは労働
者ではなく、労働法で保護されない。問題は執行役員といった法的には定められ
ていない役員である。取締役会で執行役員の任期を決めて選任されているのであ
れば、委任契約とみなすことがノーマルである。ただ実質的には指揮命令下で働
いているのであれば労働者であり、判例でも実質的に指揮命令を受けていれば執
行役員を労働者と認めている。



②使用者
労基法では「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者、その他そ

の事業の労働者に関する事項について事業主に代わって行為するすべての者を
いう」とし、労契法ではあっさりと「使用者とはその使用する労働者に対して賃金を
支払う者」としている。これは労契法では「労働契約」の定義のみをしているのに対
し、労基法では使用者に罰則があるためと考えられる。つまり使用者をはっきりさ
せることで「罰する人」を決めている。

労基法の「使用者」の定義にある「事業主」は会社自身、「事業の経営担当者」は
経営者（取締役、執行役、執行役員…）となる。
では「事業主に代わって行為するすべての者」とは誰だろうか。これは先ほどの「
使用」の定義にある「指揮命令権の有無」である。労働者から見た使用者は、会社
、経営者を含め、指揮命令権を有する人（＝上司）すべてである。
違法残業には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰がある
。ここでの犯罪者はこの残業を指揮命令した人である。一般的には直属の上司（
部下が課員であれば課長）が使用者であり（無論その指揮命令をその上司の上司
の部長から出ていれば2人とも）、刑事罰の対象である。現実に“かとく”は末端の
管理職を労働法違反で送検している。
職制上（組織ルール上で指揮命令権を持つ）の管理職（係長、課長…）は無論のこ
と、実質的に指揮命令権を持っている人は、その指揮命令を受ける労働者の使用
者と考えられる。そしてこの管理職も一般に上司（使用者）がいるので労働者でも
ある。



③管理職
管理職は「使用者になりうる」（管理職＝使用者ではなく、ある人に指揮命令権を

持っている人がその人に対しての使用者）と述べたが、管理職にはややこしいこと
があと２つある。
(ⅰ)労働時間規制の適用除外
労基法では「労働時間、休憩及び休日に関する規定」について一部の労働者を適
用除外としている。つまりこの対象者は労働時間、休日の制約はなくなる（ただし
年休などの規制は対象となる）。したがって残業代を支給する必要はなくなる（無
論、支給してもよい）。この適用除外者には農業、畜産、水産業の他、「管理監督
者」が入っている。
この管理監督者の定義は「監督若しくは管理の地位にある者」とあっさりしている。
残業代、休日出勤といった経営上の大問題なのに、法の定義があっさりしている
ために、解釈がいい加減となり、上下関係から言ってどうしても使用者側に有利な
解釈をされてしまう。そこで労働行政側は「“監督若しくは管理の地位にあたる者”
とは労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体の立場にある者の
意であり、名称にとらわれず定義に即して判断すべし」としている。そしていくつか
の判例を経て、管理監督者の判断基準はほぼ次の3条件となっている。



・職務権限
会社の経営に関する決定（何のことだかよくわからないが）に参画し、労務管理（

「部下の管理」のことだと思う）に関する指揮(・・)命令権(・・・)を(・)有する(・・・)こと(
・・)。
・勤務スタイル

自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること（おそら
く「好きな時に来て、好きな時に帰ってよい」という意味だろうが、こんな管理職が
いるのだろうか）。
・賃金

一般従業員に比し、その地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられてい
ること（課長になって残業代がなくなり、給与が下がったという話をよく聞くが）。

これを読む限りライン管理者（部下を持つ）に適用されるものである。しかし多く
の企業が複線人事（322ページ参照）を採る中で、行政はスタッフ管理職（部下を
持たない管理職ということで、スタッフ部門の管理職ということではない。一般には
スペシャリストといった表現をする）について「処遇の程度（給与レベル）についてラ
イン管理職と同様に取り扱っても労働者保護に欠ける恐れがない場合は認める」
とした。



そのため多くの企業は一般職（非管理職）と管理職（スタッフ管理職を含む）を人
事制度上はっきり分け、管理職に対しては残業を支給していない。しかし近年「名
ばかり管理職問題」（上の3条件を満たしていないのに管理職という名前だけ与え
て残業代を払わない。そのため会社に対し働いた分の残業代を支払うように労基
署に申し立てたり、訴訟を起こす）が多発し、この裁判でも企業は連戦連敗である
（この訴訟を専門にしている弁護士もたくさんいる）。この判例を通してさらなる厳
密な解釈、法規制が出ることが予想される。
（ⅱ）非組（ヒクミ）

労働法によって労働組合と認められる団体は、労働者（ここでは「賃金などの収
入によって生活するもの」と定義）が主体となって組織するものであることが条件で
あり、使用者の利益代表の参加を許す団体を労働法上の労働組合とは認めない
としている。

この利益代表者として次のような人を挙げている。
・役員（取締役、監査役、理事…）
・雇入れ、解雇、昇進、異動について直接の権限のある監督的地位にある労働

者（人事権を持っていると考えられる管理職）
・使用者の労働関係についての計画と方針に関する機密事項に接し、それに対

してその職務上の義務と責任とが労働組合員としての誠意と責任とに直接に抵触
する監督的地位にある労働者（労務・人事部門の管理職など）



・その他使用者の利益を代表するもの（社長秘書など）
ただこれは労働組合に「入ってはいけない人」を決めているだけで、これ以外の

人を労働組合に入れなくても法的には問題ない。
実際には労働組合と使用者が労働協約によって非組合員（非組という）の範囲を
決めている。
ここでは（ⅰ）の管理監督者＝管理職（スペシャリストも含む）を非組とするのが一
般的である。つまり管理職になると残業代がなくなり、非組となるというものである
。
しかしバブル崩壊後、企業が大ピンチになり、この非組の管理職を対象として人員
削減、給与カットなど（労働組合との交渉が必要ない）のリストラを進めたため、企
業を越えた管理職だけの労働組合もできている。



（３）労働契約の原則・理念
労働契約については、この後述べるようにさまざまな労働条件の規制を定めて

いるが、労働政策によって変わっていくことが予想される。ここでは労働契約の基
本ベクトルを整理しておく。

これについては2007年に成立した労契法において、以下のような労働契約の原
則・理念を定めている。
・合意の原則

「労働条件は労働法の下、労働者と使用者が対等の立場で合意・決定する」
要するに使用者の押し付けではなく、対等な両者が契約していくことを求めている
。
・均衡処遇の理念

「労働契約は労働者及び使用者が、就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結
し、または変更すべきものとする」

これが51ページで述べた「同一労働、同一賃金」のバックボーンである。企業内
のすべての労働者の処遇（給与、昇給、教育、福利厚生…）を「均等」とするのは
無理なので、働き方に応じて（同一の働き方なら同一、違う働き方ならその違いに
合わせて）、「合理的な違い」（＝均衡）を目指すというものである。逆に言えば、「
不合理な違い」を取っていく。
・仕事と生活の調和の理念

ワーク・ライフ・バランスに考慮して、つまり個々人の生活スタイルを考慮して労
働契約を作るように求めている。

（３）労働契約の原則・理念



・信用誠実の原則
民法の信義誠実の原則（互いに相手側の信頼を裏切らないように行動すべき）

の適用である。
・権利濫用の禁止

これも「権利の濫用はこれを許さない」という民法の原則に基づくものである。例
えば使用者がなす配転命令などについてその濫用を禁止するものである。
・内容の理解の促進

使用者側に労働契約の内容の説明義務を課し、労働条件などをできる限り書面
にて明記するように求めている。



（４）労働契約の成立と終了
①採用

労働契約の成立である採用に関しては「採用の自由」が原則である。そのため
法規制は少ないが、以下の点がある。
（ⅰ）自由の制限

採用の自由の制限は4項目ある。1つは性別を理由とする募集・採用の差別禁止
である。つまり男性だけ、女性だけという形で募集ができない。1985年の均等法で
「女性に対して均等な機会を与えること」を努力義務としたのをスタートに、1997年
改正では女性に対する差別禁止措置、2006年改正では男女双方に対する差別禁
止と一定の間接差別（113ページ）も禁止された。
2つ目は労働組合員であることを理由とする採用拒否の禁止である。
3つ目は年齢を理由とする募集・採用の禁止である。定年制のないアメリカだけで
はなく、定年のあるヨーロッパでもこれを禁止している。日本でもこれに従い2001年
に努力義務、2007年に法制化された。ただし日本ではいくつかの例外を認めてい
る。例えば「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定め
のない労働契約の対象としての募集・採用」「技能・ノウハウの継承の観点から若
年者等を期間の定めのない労働契約の対象としての募集・採用」といったものを
認めている。しかしこれでは正社員の募集は「年齢差別禁止」とはいえない状態で
ある。
4つ目は障害を理由とする募集・採用拒否を禁じている。

（４）労働契約の成
立と終了



（ⅱ）内定
採用の内定については法的には議論が分かれていた。そして例によって裁判所

がその結着を付けている。判例法理では「企業による早期内定と卒業間際の取消
のケース」において、「内定」を「始期付き解約権留保付き労働契約の成立」として
いる。つまり内定によって労働契約は成立するが、始期付き（契約がいつスタート
するか。例えば卒業後の4月1日）、解約権留保付き（採用内定通知書に書いた採
用内定を解消することを禁止しない＝解約できる）というものである。
（ⅲ）試用

新規に採用された労働者は一定期間（3か月が多い）は試用（見習い）として雇用
され、就業規則に「社員として不合格と認められた時は本採用しないこともある」と
いったことが書かれているのが一般的である。この試用期間も判例では「解約権
留保付き労働契約」とした。



②終了
労働契約の終了のパターンは次のようなものがある。

（ⅰ）合意解約
労働者と使用者の合意によって労働契約を解約することで、法によって規制され

ない。「依願退職」（従業員が退職願を出して受理される）という形が一般的である
が、リストラでよく使われる「希望退職」（企業が自主的な退職希望者を募集する）
もこれにあたる。
（ⅱ）辞職

労働者による労働契約の解約（退職）である。無期雇用では、労働者は2週間の
予告期間を過ぎればいつでも（理由を要せず）退職できる。有期雇用の契約期間
中は「やむをえない事由がある時には直ちに契約の解除をすることができる」かつ
「その事由が当事者一方の過失によって生じたときは損害賠償責任を負う」となっ
ている。この文章で分かるように後述する期間中の解雇（使用者側からの解約）も
同様である。



（ⅲ）定年
年功給、退職金というシステムをバックボーンとして日本に根付いたものである。

定年は55歳が一般的だったが、1986年の高年齢者雇用安定法で60歳を努力義務
、1994年の改正で「60歳を下回ることができない」とした。
2004年～2012年の公的年金の支給開始年齢の段階的引き上げに合わせて、
2004年の改正で「65歳未満の定年を定める時は、65歳までの雇用継続、定年年
齢の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止のいずれかを採ること」とした。し
かしこの時は労使協定で「継続雇用の対象を限定すること」も可能とした。結果と
して3つのシステムのうち、8割以上の企業が継続雇用制度を採用した（2割弱は65
歳までの定年引上げ、定年廃止とした）。2013年から老齢厚生年金＊の支給開始
年齢を段階的に引き上げることを受け、2012年の改正で先ほどの対象限定をはず
し「希望する全員が対象」（つまり望めば65歳まで働ける）、および自社ではなく特
殊関係事業者（子会社など）での継続雇用も可能とした。
この流れからすれば年金システムの維持のために再度定年を引上げてくる可能
性も高い。

＊ 退職してから一定年齢に達した時に老齢基礎年金に上乗せして支給される年金。



（ⅳ）解雇
使用者による解約が解雇である。民法により「2週間の予告期間をおくことにより

可能」であるが、前述のように解雇権濫用法理が労契法で明文化された。また労
基法で解雇（やむを得ない解雇）について民法の規定より長い30日前の予告を要
求している。

上記の「やむを得ない解雇」とは、経営上の理由からの人員削減であり、これを
整理解雇という。希望退職ではないので指名解雇である。これも判例によって「整
理解雇法理」が生まれている。4つの条件をもとに、その整理解雇が「やむを得な
い事由」かを判断するものである。その4条件とは「人員削減の必要性」（人員削減
が本当に必要か）、「人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性」（
残業規制、希望退職などの選択肢を採れないか）、「指名解雇者の妥当性」（客観
的な基準で公正に選定しているか）、「手段の妥当性」（労働組合との協議、労働
者へ説明をきちんとやっているか）である。



２．労働条件の規制

（１）労働時間
①労働時間規制の歴史

これまでの記述と内容が一部重複することになるが、大切なテーマなので労働
時間規制を時間的に追いかけてみる。
・1947年労基法制定

ここでは、ILO条約により当時の労働実態（戦後のドタバタ時で長時間労働は当
たり前）とは大きくかけ離れた「1日8時間、週48時間」を原則としてしまった。この「
実態と大きくかけ離れた規制」はこの後も尾を引いてしまう。つまり「おカミが決め
たとおりでは、とてもやっていけない」というもので、一昔前の駐車違反のようなも
のである。これが高度成長、そして国際競争の中で「勝ち抜くには守らなくて当然」
となり「24時間365日働くジャパニーズビジネスマン」という像を作り、「残業して会
社のために頑張ることを美しい」「定時に帰る人はやる気がない」という日本独特
のムードを作り出していく（49ページで政府が指摘した「残業を美とする企業文化」
）。

２．労働条
件の規制
（１）労働
時間



労働者から見れば残業が常態化していく中で、その割増賃金が生活給となって
いく。つまり働く側も「残業をなくされては生活ができない」という状態をも生んでし
まう。そのため管理職になると残業代がなくなるので、その分給与をアップしないと
つじつまが合わなくなる。
こうして残業代がイレギュラーな給与ではなく、給与システムの中核をなすものと
なる。これが続いていき、近年になって景気が好転する中で残業時間が増大し、
管理職に昇格すると「給与が下がる」という現象をも生んでいく（これは私がマネジ
ャー対象のセミナーをやると、どこの会社でも必ず挙がる話題である）。
・1980年代

前述のようにオイルショックを契機として日本がグローバル戦争に圧勝するよう
になり、長時間労働がソーシャルダンピング（個別企業ではなく国家レベルの輸出
におけるダンピング）を生んでいると批判される。そして諸外国との年間平均労働
時間が比較される。この当時は社会主義のヨーロッパ（ドイツ、フランス）のメーカ
ーが1600～1700時間、資本主義のイギリス、アメリカが1900時間程度であるが、
日本は2100時間超と英米よりも1ランク上の状態であった。



この原因として「週休2日制の普及の遅れ」「年休消化率の低さ」「残業の長さ」の
3点が指摘され、1986年のいわゆる前川レポートによって、時の中曽根首相が労
働時間短縮を国際公約とする。そして上記3つの指摘に鑑みて「週40時間」（これ
は48時間→46時間→40時間と段階的に進め1997年に法制化。週40時間では自
ずと週休2日となる）、「年休付与日数の引上げ、計画年休の導入、年休取得によ
る不利益取扱禁止の規定」「労働時間規制の柔軟化（新たな変形労働時間制、フ
レックスタイム制、専門業務型裁量労働制の導入）」といった形でハードロー化して
いく。あわせて官公庁の土曜休み、金融機関（国の支配下にあると言ってよい）の
週休2日制導入といった政府としてやれる手はすべて打っていった。
・以降

その後も残業時間削減のため労働時間の柔軟化は進められ、2008年には割増
額の改定（月60時間超の時間外労働の割増額を50％以上に引き上げる）も行わ
れる。

そしてこれが安倍政権に引き継がれていく。



②基本ルール
・労基法上の労働時間は休憩時間を除いた実労働時間のことであり、指揮命令下
で仕事をしている時間である（手待ち時間も含む）。この労働時間と休憩時間をあ
わせて拘束時間という。
・法定労働時間（労働時間の上限）は週40時間、1日8時間。
・労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は45分以上の休憩を、8時間を超える
場合は1時間以上の休憩を労働時間中に一斉に付与する（ただし、労働協定で一
斉付与の例外を作ることもできる）。休憩時間内は労働者が自由利用。
・休日（継続して24時間ではなく暦日）は毎週少なくとも1回付与しなければならな
い（ただし4週間を通して4日以上の休日を付与とすることも可）。

休日は就業規則の必要記載事項であるが、その「特定」（「いつを法定休日とす
るか」を就業規則に書くこと。法定休日の労働は割増賃金となる。逆に言えば法定
外休日の労働は休日の割増賃金とならない。無論残業としての割増賃金にはなる
が）は法規制されておらず、通達で「特定するのが望ましい」としている（多くの企
業は特定していない）。特定された休日の変更は就業規則、労働契約の根拠があ
れば、それによって変更可である。

事前の休日振替（日曜日が休日なのに水曜日に振り替える時は、その日曜日の
事前に労働者へ報告）の時は、その日の労働（日曜日）は休日労働ではない（休
日労働の割増手当ては払わなくてよい）。ただし事後の休日振替（この休みを代休
という）は休日労働である。



③残業・休日労働の定義
・法定時間外労働とは「労基法の定める労働時間の上限（1日8時間、週40時間）を
超える労働」、所定時間外労働は「就業規則や労働契約など定められた労働時間
（例えば7.5時間）を超える労働」をいう。ここで9時間の労働を行えば、法定時間外
労働（以下これを残業という）は1時間であり、この分は割増賃金が必要となる。所
定労働時間外労働は1.5時間であるが、0.5時間は割増賃金を払う義務はない（た
だし一般の企業では0.5時間分も割増賃金を払っている）。

休日も同様に法定休日（毎週少なくとも1回）における労働（法定休日労働）と法
定外休日における労働（法定外休日労働）がある。労基法が規制しているのは法
定休日労働（以下これを休日労働という）である。
・残業、休日労働が許されるためには災害、公務などの場合を除けば、各事業場
ごとに労使協定（もう何度も述べたが労基法36条に書いてあるので三六協定とい
う）を締結し、労基署に届け出ることが必要であり、その範囲でのみ認められる。



④残業限度基準
・ヨーロッパでは残業限度を法で決めている国が多い（ドイツは1日2時間、残業日
は年60日。フランスでは年間180時間）。アメリカは残業限度はないが残業の割増
賃金を50％と高く設定し、これを抑制している。

日本はその中間であり、三六協定のみで残業時間そのものの規制はなく、三六
協定も実質的には青天井であった。31ページで述べたように解雇濫用法理を採用
したため強力な規制をしなかったといえる。

しかし諸外国からの指摘もあり、1982年からは指針を使って目安時間を作り、行
政指導（守らなくても処分されない）を行ってきた。その後1998年には労基法が改
正され「厚生労働大臣が時間外労働の限度基準を定め、三六協定の定める残業
限度はこの基準に適合したものとなるようにしなければならない」かつ「労基署長
が必要な場合、指導を行える」こととなった。
・現状（2017年）の残業限度基準は「1週間で15時間、2週間で27時間、4週間で43
時間、1ヶ月45時間、2ヶ月81時間、3ヶ月120時間、1年360時間」と細かく決めてい
る。ただし前述のように建設業務、自動車運転業務、新技術対応等の研究開発業
務は適用除外されている。



・限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特例の事情（2003年に「臨
時的なものに限る」という条件が追加された）が生じたときに限り、三六協定でその
旨定めることによって（特別条項付協定）、一定期間内は限度時間を超えることを
許容している。つまり法的には「限度基準を超えることができる」ことになっている。
ただし法の主旨は特別の事情、臨時的なもの、一定期間という限度が付いている
。しかし現実は「超えることができる」だけが優先し、ほぼこの基準は意味のないも
のとなっている。これを「懲罰付き残業上限規制を法律で定める」というものが国
の進める働き方改革の目玉である。
・残業、休日労働に関しては割増賃金の支払義務がある。当初は25％とされたが
1994年改正で「25％以上50％以下」となり、政令で休日労働の割増率が35％に引
き上げられた。2008年には労基法が改正され、1ヶ月60時間を超える残業は50％（
中小企業には適用猶予。この次の労基法改正までの猶予）、あわせて限度基準で
ある45時間を超えて特別条項付きで時間外労働を行う時は、45時間から60時間
については25％を超える協定割増率を設定する努力義務を決めている。また深夜
労働（22時～5時）については当初から25％の割増率が決まっている。



⑤労働時間の弾力化
労働時間のルールに柔軟性を持たせるべく、いくつかの例外的なルールを認め

ている。
（ⅰ）変形労働時間制

一定期間内（1週間、1ヶ月以内、1年以内の3種類があり少しルールが違う）の労
働時間の平均が法定労働時間内であれば1日または1週間の法定労働時間を超
える労働を許容する制度である。この採用にも労使協定（1ヶ月以内は就業規則で
も可）を必要としている。
（ⅱ）フレックスタイム制

一定期間内で当日の始業時刻、終業時刻を労働者が選択できる制度。一定期
間の労働時間を平均して法定労働時間内であれば、1日、1週の法定労働時間を
超過しても残業としない。通常はフレキシブルタイム（労働する延べの時間帯、例
えば7時から19時）とコアタイム（全員が必ず勤務する時間、例えば10時から15時）
が設定される。就業規則にフレックス制度であることを明記することと、労使協定（
対象労働者の範囲、清算期間、清算期間内の総労働時間、標準となる1日の労働
時間･･･）を結ぶ必要がある。



（ⅲ）みなし労働時間制
これには次のようなパターンがある。

（a）事業場外労働のみなし制
労働者の労働時間の全部または一部について事業場外で労働し、実労働時間

の把握が困難な場合（外で働いていても労働時間の把握ができれば不可）に、通
常の労働時間を労働したものとしてみなすものである。

外回りの営業や出張などに対して古くから省令で設定されていたものを、労基法
で定めたものである。ここでの最大の問題はみなし労働時間（働いたと推定される
時間）であり、できるだけ実労働時間に近づける努力が求められている。無論みな
し労働時間が法定労働時間を超えていれば残業となる。
（b）裁量労働制

上の「事業場外労働のみなし時間」は労働時間が算定し難いケースを想定した
ものである。一方、これは労働時間算定が可能であっても、労働者が労働時間配
分について裁量をもって（自分の判断で＝指揮命令を受けず）仕事をしており、「
実際に働いた時間」によって通常の労働時間や割増賃金のルールを適用するの
が妥当ではないケース（自分で残業代を決められてしまう）を想定している。ここで
も「一定時間働いた」とみなすのだが、事業場外が実労働時間を算定根拠としてい
るのに対し、ここでの「みなし時間」は労使協定に委ねられる。



この適用については2つのタイプを労基法で定めている。1つは専門業務型裁量
労働制である。これは使用者が具体的な指示をすることが困難なためみなし労働
時間とするもので、対象業務は省令で研究開発、情報処理システムの分析・設計
、記事の取材・編集、デザイン考案、番組や映画のプロデューサー・ディレクター、
その他厚生労働大臣が指定するもの（現在、コピーライター、システムコンサルタ
ント、インテリアコーディネーター、ゲームソフト開発、証券アナリストなどが指定）と
しており、実施は労使協定の締結が必要となる。

もう1つは企画業務型裁量労働制である。この対象業務については4つの条件を
付けている。「事業の運営に関する事項についての業務」「企画・立案・調査および
分析の業務」「遂行のために大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務」「や
り方、時間に関して使用者が具体的な指示をしない業務」である。この実施には特
別の手続きを要求している。それは労使委員会（労働者代表が過半数）を設置し、
4／5以上の議決により対象業務、対象労働者、みなし時間などを決めるとともに、
「対象労働者の合意」を必要としている。



（ⅳ）高度プロフェッショナル制度（日本版ホワイトカラー・エグゼンプション）
上の“みなし”はいずれも労働時間（したがって法的労働時間を超えていれば残

業代を支払う義務がある）という概念があるのだが、これを取り払ってしまうのがホ
ワイトカラー・エグゼンプション（exemptionは「除外する」という意味）と呼ばれるも
ので、アメリカをはじめとする諸外国でも（条件付ではあるが）見られる制度である
。これはオフィス勤務（工場労働ではない）の人に労働法の規制の及ばない働き方
を作ろうという考え方である。ここまで労働法について読んできて気づいた人も多
いと思うが、労働法の想定しているシーンは「工場」である。そして働き方は流れ作
業である。そのため皆が一斉に仕事を開始し、一斉に終了するというものが原型
である。そしてこのちょうど反対側にあるのが、オフィスで1人1人が仕事の分担を
持って自らの考えで仕事をする人である。これを「ホワイトカラー」と称している。

日本では2005年の経団連の提言から始まっており、この時、日本版ホワイトカラ
ー・エグゼンプション（ホワイトカラーは残業ルールの対象外）と呼ばれた。発想の
原点は「仕事をして同じ成果物を作るのに、ゆっくりやって残業すればたくさん給
与（残業代）がもらえ、早くやれば給与が下がるという矛盾」にある。そして「『残業
代がある故に残業する』という生活残業を生んでいる。つまり残業代という概念を
取り払うことによって長時間労働が減る」という考え方である。しかし日本では当初
から「残業代ゼロ法案」とネーミングされ、反対の声が大きく実施されずにいた。



2015年の労基法改正案では「高度プロフェッショナル制度」と名付けされた。ホワ
イトカラーというとオフィスで働く人全体を指し、上司の指揮命令で働く人も含まれ
てしまう。これを「高度プロフェッショナル」（70ページの高度人材と同じような意味）
という名前で制限し、上司の発する指揮命令で仕事をするのではなく、仕事の成
果のみを求められている人を対象にしようとするものである。この制度は特定の専
門的労働者（案としては金融商品の開発やディーリング業務、アナリスト、コンサ
ルタント･･･）で、一定の年収以上（平均年収の3倍以上として1075万円というライン
を出している）を対象として、「時間に関係なく仕事の成果に給与を払う」というシス
テムを特例として認めようというものである。だが野党の反対で国会を通らなかっ
た。

これを2018年に再度チャレンジするようである（2017年7月には「政府と連合が修
正案で合意」と報道され、後に連合がこれを撤回している）。

そもそも「年収1075万円以上で残業代をカウントしている平社員（管理職になっ
ていない）が法で騒ぐほどいるのだろうか」という疑問はあるが、先ほどの残業の
矛盾（「残業代は不公平、仕事ができない人ほど給与が高い」という声）を解消す
る1つの突破口として、企業側としては理解できるものといえる。



⑥サービス残業
2000年代に入っていわゆるサービス残業が表面化した（私がサラリーマンとして

働いていた1980年代にはすでに常態化していたが、これが表に出てきた）。これは
ホワイトカラーを中心に、残業の自己申告制の下、自発的残業として残業時間を
少なく申請するものである（管理者が労働者が申告した残業時間をカットしてしまう
ものもあるだろうが、これはどこから見ても悪質な違法であり、“サービス残業”の
範疇を越えている）。
厚労省はこれを「賃金不払残業」と呼んでいる。厚労省は「労基法から考えて、使
用者が労働時間を適切に管理する責任を有していることは明らかである」（基本的
には残業の自己申告制など原則としてやるべきではない）として、「労働者間の適
切な管理のために使用者が『労働者の労働日ごとの始業、終業時刻を確認し、こ
れを記録すること』を構ずべき」としている。そして確認・記録の方法として次の2つ
を指示した。



（ⅰ）使用者自らによる現認（実際に働いていること、終わったことを目で見て確
認）

（ⅱ）タイムカード、ICカード等による客観的な記録
ただし何らかの事情で上の2つの方法が採れず自己申告とせざるを得ない場合

には、「本人に対して労働時間の実態を正しく申告するように説明し、実態と合致
しているかを必要に応じて調査し、労働者に残業時間の上限の設定はしないよう
にすること」としている。つまり法の行う残業時間規制は使用者に対して規制する
もので、使用者が自己申告の労働者に上限を設定してはいけないとしている。

普通に考えればこのIT時代でかつオフィスのセキュリティ上、ICカードなどを従業
員に持たせていること（持たせるべきこと）を考えると、オフィスでは（ⅱ）を採用しな
いことに合理性がないといえる。

これに基づいて労基署ではサービス残業を重点的な監督と指定した。そのため
多くの企業でサービス残業が見直されている（というよりも「絶対にやるな」と指示
している）。2017年には宅配会社のヤマトホールディングスが労基署のサービス残
業の是正勧告を受け、過去2年分のサービス残業を調査し、「未払い残業代190億
円（後に200億円以上と公表）を払う」としてニュースになった。そして2017年9月に
はこのサービス残業に関して「ヤマト運輸と支店の現場管理職2人を書類送検して
刑事事件として立件した」と報じられた。



（２）年休
労基署は労働者の休息を取る権利を確保する趣旨から、年次有給休暇（給料を

もらえる休暇という意味、年休と略している）について規定している。そのポイント
は次のとおりである。
・年休の権利は労働者が6か月間勤務し、全労働日の80％以上出勤すれば自然
に発生する権利であり、労働者の請求によって生まれるものではない。
・休暇日については6か月に達した時に10労働日の年休権が発生し、勤続とともに
増加し、6年6か月で最大日数20日に達する。週の所定労働日数が4日以下のパ
ートタイム労働についても勤務年数によって休日日数が定められる。
・一般の年休は労働者の時季指定権（労働者が年休を取る時季を決める。時季と
はシーズンのこと）と使用者の時季変更権（使用者が請求された時季に年休を与
えることが事業の通常な運営を妨げる場合は他の時季にこれを与えること）によっ
て決まる。

しかし年休の取得率が低いことから（88ページのように外国から指摘された）
1987年の改正で計画年休が導入された。これは労使協定によって年休の時季を
計画するものである。ただし「自由年休（計画年休以外）を5日確保すること」と、「
計画年休が決まれば一斉休暇とする」と定めている。

（２）年休



（３）賃金
①定義

労基法における賃金の定義は「賃金、給料、手当、賞与、その他名称の如何を
問わず労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのもの」としている。
②平均賃金

労基法はここで規制している各種の手当について、平均賃金を基準に計算する
ことを求めている。平均賃金を計算する時は、それ以前の3か月間における総賃
金を総日数（労働日ではない）で割って算出する。
③賃金支払の4原則
・通貨払いの原則
現物給与（会社の商品など）は認めない。ただし銀行口座などへの振込は認めて
いる。
・直接払の原則

労働者本人に支払う。
・全額払いの原則

賃金は全額支払う。例えばストックオプション＊1を出して、その分賃金を減らすこ
とはできない。
・毎月1回以上定期日支払い

毎月1回以上は支払日を決めて払う。年俸制＊2でも毎月支払う必要がある。ただ
し臨時の賃金や賞与などはこの原則の適用外。
＊1 株を一定期間に一定金額で買うことのできる権利。自社株を取得して、これを原資としてストックオプションとして従業員に給付（最
近は退職金などが多い）することもよく行われている。
＊2 プロ野球のように年間給与を1年ごとに契約更改していくもの。

（３）賃金



④休業手当
使用者の責に帰すべき事由による休業（レイオフなどと呼ばれる。つまり労働者

が望まない休業）の場合は、使用者は休業期間中、当該労働者にその平均賃金
の60％以上の手当を支払わなければならない。「使用者の責に帰すべき事由」の
例として「親会社の経営難により下請工場が資材、資金を獲得できず休業」「生産
調整のために一時帰休（人手が余ったので休んでもらう）を実施」「原材料不足に
より休業」「監督官庁の勧告により操業を停止」などを挙げている。
⑤最低賃金法

賃金については当事者間の合意で決まるのだが、労働需要が減り、賃金が落ち
ていくと労働者が生活できなくなるリスクがある。そこで賃金の最低基準を設定し、
それを下回る賃金を禁止したのが最低賃金法である。

最低賃金は現在は時給で示されているが、そのスタイルは2つある。１つは地域
別最低賃金であり、都道府県別の最低賃金が定められている。もう1つが産業別
最低賃金（これは地域別よりも高くなくてはならない）で特定の業種について定め
ている。



（４）安全衛生、労働災害
①労働安全衛生法（労安衛法）

この法律は1972年労基法から分離する形で労働災害を防止する総合法として制
定された。ここでいう労働災害とは「業務に起因して労働者が負傷、病気、死亡す
ること」と定義している。単なる事故による負傷だけでなく、仕事に起因する病気を
もこの対象としている。主なポイントは次のようなものである。
・事業者に対して各事業場に総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者の選
任、安全委員会など衛生委員会の設置や労働者の危険防止のための措置、種々
の検査義務、安全衛生教育の実施、健康診断、保健指導、面接指導など労働者
の健康保持増進のための措置、快適な職場環境形成の措置などの義務を定めて
いる。
・2005年の改正で、いわゆる過労死問題に対処すべく「一定時間の残業をした労
働者（残業が1ヶ月当り100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるもの）には
医師の面接指導を行い、医師の意見を勘案して就業場所や仕事の変更、労働時
間の短縮などの適切な措置を施していきなさい」とした。2014年には過労死防止
対策推進法が定められ、ここで過労死を法で定義し、かつ国の責務などを定めた
。
・2010年前後において精神障害の労災認定が年々増加していることを背景に、
2014年労安衛法を改正して、ストレスチェック制度（使用者は労働者に対し、医師
、保健師などによるストレスの検査を実施しなければならない）が導入された。

（４）安全衛
生、労働災害



②労働災害補償制度
労基法上では使用者自身が直接労働者への補償業務を負担するのが本来であ

るが、これを社会保険化した労災保険制度（労災保険法に基づく）を作っている。
この他、民事訴訟による労働者から使用者への損害賠償請求も可能である。

労災保険法のポイントは次のとおりである。
・適用範囲はすべての事業、労働者（労基法と同じ）
・保険料は労働者に支払われる賃金総額に保険料率を乗じた額を、全額事業主
が負担する（雇用保険は労働者と事業者が折半）。
・労災補償費用の有無は「業務上」か「業務外」で決まる。
・事故（災害）によるものは業務遂行性（事業主の支配下にあるか）と業務起因性（
業務によるものか）が判断基準となるが、業務上の病気（職業病）は業務起因性
のみ。しかしこれは医学的知識がなければ判定困難である。そこで「業務上の疾
病」の範囲を厚労省令で定めるとし、これを受け職業病リストが作られた。そして
過労死、過労自殺が社会問題化していく中で、2010年には脳・心臓疾患及び精神
障害が職業病リストに追加された。

脳・心臓疾患については、業務と発病の関連性について「発病前１か月間に残
業が概ね100時間を超える。または発病前2か月ないし6か月間の残業が1か月あ
たり80時間を超える場合はその関連性は強い」という基準を出した。



過重負荷による精神障害については、その理由がどうしてもはっきりしない。パ
ワハラによるものは、その判例を通して「ひどい嫌がらせ、いじめ又は暴行を受け
た」というものが精神障害の認定要件の1つとなっている。
・通勤災害は、事業者の支配下にないので労基法上は労災補償の対象となって
いないが、1973年の改正で労災保険法上の給付対象とした。



３．労働組合

（１）労働組合に関する法律
これには次の2つがある。

①労働組合法（労組法）
憲法28条の労働三権（団結権、団体交渉権、争議権）に基づいて、次のようなこ

とを定めている。すでに述べてしまったこともあるが、ここで整理しておく。
・定義

労働組合を「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善、その他の経
済的地位の向上を主たる目的として組織する団体又はその連合団体」として定義
している。この要件を満たすものを「法適合組合」と呼ぶ。特に「労働者が主体」が
ポイントである。これについては82ページを参照してほしい。
・労使関係

団体交渉（労働組合が使用者と交渉すること）し、その結果合意した労働条件は
書面化し、両者が署名又は記名捺印する。これを労働協約という。

３．労働組合 （１）労働
組合に関する法律



・不当労働行為
使用者が組合の結成、権利、自主性などを侵害する行為のことで、これを禁止し

ている。その代表例が不利益取扱いである。これは組合員であること、組合に加
入したり結成したりしようとすることなど、労働組合の正当な行為を行ったことなど
を理由に、その労働者に不利益な行為（減給、解雇…）を行うことである。また黄
犬契約（おうけん：組合への不加入、脱退を雇用条件とすること）、団体交渉の拒
否、使用者の支配・介入といったことも挙げている。
・不当労働行為の救済手段として、裁判所によるものの他、労働委員会による行
政救済も定めている。労働委員会は厚生労働大臣の下に中央労働委員会、その
下に都道府県労働委員会を置く。労働委員会は使用者、労働者の代表及び第三
者の委員の各同数から成る。



②労働関係調整法
争議とは労働者と使用者の間でその主張が一致せず争議行為が起きる状態の

ことで、争議行為とは労働者、労働組合、使用者が自身の主張を貫徹することを
いう。

労働者側の手段としてはストライキ（仕事をやらない）、サボタージュ（仕事の能
率を落とす）、使用者としてはロックアウト（事業所の閉鎖）などがある。労働争議
には自主的調停をベースとし、これができない時は労働委員会の斡旋、調停、仲
裁などを行う。この手続を定めるのが労働関係調整法である。

争議行為については他の法律でも次のように規定している。
・免責

労組法で、争議行為が正当なものであれば刑事上の免責（刑事罰を与えない）、
民事上の免責（使用者がストライキによって損害を受けても損害賠償を請求しない
）を定めている。
・制限

国家公務員、地方公務員はそれぞれの法律で争議行為が禁止されている。



（２）労働組合の実態
①組織率

労働組合の組織率（全労働者のうち組合員が占める割合）は戦後すぐは50％程
度で、そこから下がり続け、1970年代で4割弱、近年では2割弱と推定されている。
この労組の9割以上は企業別組合である。この組織率は企業間格差が大きく、大
企業（1000人以上）で5割弱、100～999人で1割強、99人以下は1％程度である。ま
た企業別組合は主に正社員を対象としているため、パート労働者の推定組織率
は10％に満たない（年々上がっているが）。
②種類

企業別労働組合はピラミッド構造となっているものが多い。末端構成員が労働者
のものを単位労働組合（単組）といい、その上に単組が産業・業種別に集まった産
業別労働組合（産別）がある。産別には自動車総連、電機連合、UAゼンセン（全国
繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟）、自治労（単組が自治体職員の
もの）などがある。さらに産別が集まったナショナルセンター（全国中央組織）という
上位組織がある。ナショナルセンターとしては、かつては総評、同盟などが存在し
たが、これらの統一組織として日本労働組合連合会（連合）が生まれた。単組の組
合員の6割強を支配下におく最大組織である。ナショナルセンターにはこの他全労
連（全国労働組合総連合、公務員の割合が高い）、全労協（全国労働組合連絡協
議会）もある。ただメガバンクや商社の単組はナショナルセンターには加盟してい
ない。

（２
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一方、中小企業で働く労働者を地域労組として組織化するものや、近年では管
理職（83ページ）や非正規労働者を対象とするものも生まれている。これらをユニ
オン（そもそも組合という意味であるが）と称することも多い。
③加入・脱退

労働組合は加入資格を基本的には自由に設定でき、労働者は脱退の自由が保
障されている。一方、労働組合は当然のことながら組合員の拡大を目指す（使用
者とのパワーバランス、組合財政面から）。そこで労組は使用者に対して従業員が
特定の労組へ加入することを強制することを求める。これがショップ制と呼ばれる
ものである。ショップ制にはクローズドショップ（組合員以外から採用しない）、ユニ
オンショップ（従業員は採用時に組合員になることを労働協約で規定する）がある（
強制されないものをオープンショップということがある）。

国の調査によると日本の労組のうち2／3程度がユニオンショップを採用している
。しかし組合員でない人の解雇については「原則として」という言葉で例外を認める
ものも多い（不完全ユニオン、尻抜けユニオンという）。

そもそもこのユニオンショップという協定は法的に有効かは議論が分かれている
。ちなみにドイツ、フランスでは禁止、アメリカは極めて限定的なケースだけで認め
ている。



④機関
労組の一般的な組織スタイルは次のようなものである。

・意思決定機関・・・総会、総議員会
・業務執行機関・・・委員長、副委員長、書記長（ここまでを三役）、その他執行役
員
・監査機関…監査委員や監事
・事務処理部門・・・書記局
⑤使用者との協力
・在籍専従

労組の役員などが従業員として在籍している一定期間、組合事務に専従するこ
とを使用者が認めること。無論、給与は組合費から支払われる（使用者が払うと不
当労働行為となる）。
・チェックオフ

労組と使用者の間の協定に基づいて、使用者が労働者に払う給与から組合費
を控除し、それを一括して労組に渡すことをいう。我が国の労組の大部分はこれを
採用している。



４．労働スタイル

ここでは非正規雇用とダイバーシティという2つの切り口で考える。

（１）非正規雇用
労働法としては、次のように非正規雇用を規定している。

①有期契約労働
これまで何度も述べた「期間の定めのある労働契約」による労働である。この特

徴は、期間満了で自動的に契約が終了することだけではなく、期間内では正当な
事由なくして辞職、解雇ができないことにある。
（ⅰ）期間

期間の上限は労基法制定時には、これを１年としていたが、2003年に3年へと引
き上げられた。この期間制約の主旨は労働者側にも原則として辞職ができないこ
とにある。ただし特例として「厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門
知識を有する労働者（具体的には、博士号を持っている人、公認会計士、弁護士、
医師、税理士、システムアナリスト試験合格者、特許発案者…）」と「60歳以上の労
働者」は上限5年としている。
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（ⅱ）有期から無期への転換
2012年労契法の改正で「有期労働契約が同一企業で5年を超えて反復契約され

た場合に、この有期契約労働者が無期労働契約への申し込みをすれば、使用者
は承諾したことになる」とされた。つまり同じ企業で有期労働を5年続ければ正社
員になることができる（ならなくてもよい）というものである。また「一旦、契約を切っ
てしばらくしてから契約する」（これをクーリング期間）に対して6か月未満はクーリ
ング期間にならない（連続しているとみなす）とした。
（ⅲ）差別禁止

有期契約であることを理由とする「不合理な労働条件」を禁止している。
②パートタイム労働
（ⅰ）パート労働者

「パート労働者」という定義はさまざまである。一般に使われているのは正社員と
アルバイトの中間くらいで、独特のスタイルで働く人の総称である。（企業によって
は一般の正社員と同じ労働者時間の人もいる。これをフルタイムパートという）。国
の労働力調査では「週の労働時間が35時間未満の労働者（農林業は除く）」として
いる。この調査ではパート労働者は1990年代では15％程度であったが、2000年代
になって2割を超え、現在は3割弱まで増加している。このパート労働者のうち7割
は女性である。



（ⅱ）パートタイム労働法
1993年パートタイム労働法が制定された。この法で定義する「パートタイム労働

者」は「1週間の所定労働時間が同一事業所の通常の労働者より短い労働者」と
なっている。つまり非正規性（正社員との違い）を労働時間だけで定義している。し
たがってアルバイト、契約社員、嘱託社員などといった名前（これも定義ははっきり
していないが）であっても短時間で働いていれば、法的にはパートタイム労働者で
ある。パートタイム労働法は「弱きパートタイム労働者」を守る労働保護法であるが
、制定した最初はすべての規制が努力義務であった。これが2007年、2014年の2
回の改正で、その規制を強くしていく。そのポイントは以下のとおりである。
・労働条件明示

パートタイム労働者に対しても一般の労働条件明示の規制（文書でなくても可）
は対象だが、さらに指針で定める一定の労働条件（昇格、退職手当、賞与）につい
ては文書交付を義務付けている。
・事業主が講じる措置の説明義務

事業主はパートタイム労働者を雇い入れたら、速やかに雇用管理上の措置（賃
金、教育、福利厚生･･･）について説明する義務を負う。



・格差是正
通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者（職務内容が同じで、その職務

変更のルールも同じ）の差別的取扱、およびパートタイム労働者であることを理由
とする不合理な待遇の相違を禁止している。
・均等待遇

均等待遇について、賃金は努力義務、教育訓練は同一業務であれば原則として
実施義務、そうでない人には努力義務、福利厚生施設については原則として利用
機会を与える配慮義務が課されている。
・正社員への転換

正社員への転換について「正社員を募集する時は、その内容をパートタイム労
働者に周知する」「正社員の配置について社内公募する時はパートタイム労働者
にも応募チャンスを与える」「パートタイム労働者から正社員への転換試験などの
転換推進措置」のいずれかの措置を講じなければならない。
（ⅲ）その他の法律
・無論パートタイム労働者も他の労働法により保護を受ける（パートタイム労働法
でより強い保護を受けるだけ）。したがって解雇濫用法理、有期契約の雇止め法
理が適用される。
・健康保険、厚生年金保険（5人以上の従業員を使用する事業所は強制適用）に
ついては、一定の条件（2016年より「週20時間以上労働等」）を満たす場合は適用
対象。雇用保険も労働時間週20時間以上のパートタイム労働者は一般被保険者
と一本化にて適用される。



（ⅲ）その他の法律
・無論パートタイム労働者も他の労働法により保護を受ける（パートタイム労働法
でより強い保護を受けるだけ）。したがって解雇濫用法理、有期契約の雇止め法
理が適用される。
・健康保険、厚生年金保険（5人以上の従業員を使用する事業所は強制適用）に
ついては、一定の条件（2016年より「週20時間以上労働等」）を満たす場合は適用
対象。雇用保険も労働時間週20時間以上のパートタイム労働者は一般被保険者
と一本化にて適用される。
・いわゆる103万円の壁（年収が103万円以上は、所得税の課税対象でパートナー
が配偶者控除が受けられなくなり、手取りが減ってしまう）のため、このあたりの年
収のパートタイム労働者は労働調整する人が多かった。これに対しては141万円
まで（2018年には201万円まで）段階的に配偶者特別控除が適用できるように変更
された（ただいずれにしても労働調整は未だにある）。



③派遣労働
1985年に労働者派遣事業法（労派法）ができるまでは、労働者派遣は職安法に

より全面的に禁止されていた。しかし1980年代前半にはその法の網の目をすり抜
けるようなグレーな労働者派遣事業が登場してきた。そして企業側の「忙しい時だ
けテンポラリー労働を使いたい」というニーズだけでなく、働く側（特に女性）にもこ
のスタイルの労働（「働きたい」と思う時だけ自らの望む仕事をやる）に対するニー
ズもあり（と労働法に関する本には書いてあったが、本当にあったかはよくわから
ない）、労働者派遣事業を規制をかけた上で認めることにして、1985年労派法が
成立した。そして何度か改正されて現在に至る。あわせて2015年には野党提案の
法案を修正して待遇確保法（同一労働・同一賃金法と呼ばれた。「均等および均
衡のとれた待遇の実現を図る」）が成立し、ここに派遣労働についての待遇改善も
記された。
労派法のポイントは以下のとおりである。
（ⅰ）労働者派遣の定義

労働者派遣を次のように定義し、職安法で禁止している労働提供事業から除外
した。

「自己（派遣元事業者、いわゆる派遣会社）の雇用する労働者を、当該雇用関係
の下に（雇用契約を継続して）他社（派遣先事業者）の指揮命令下において労働を
従事させること」



そして「当該他人に対して当該労働者を当該他人に雇用させることを約してする
ものを含まない」として、「出向」などと区別している（というよりも、「出向」という従
来からあるファジーな方法をこの法律には含めない。つまりこの法律の規制対象
とはならない）。

派遣元
（派遣会社）

派遣先

指揮命令雇用契約

労働者派遣契約

派遣労働者



したがって二重派遣（派遣先が派遣された労働者を別の派遣先に派遣させる）
は「自己の雇用する労働者」ではないので違法となる。
（ⅱ）請負社員

「A社が派遣会社B社の派遣労働者を受け入れる」という形とほとんど同じスタイ
ルを請負契約（仕事の成果物を約束する契約）でとることもできる。「A社が派遣会
社ではないC社へ特定の仕事を請負契約で発注する。ただしその仕事をC社の社
員がA社に来て行う」というものであるが、この時C社の社員を請負社員などと呼ぶ
。そして請負契約には、後で述べるような労派法による規制がない。

派遣社員と請負社員の違いはその指揮命令権である。つまりA社は派遣社員に
対しては指揮命令できるが、請負社員にはできない。請負契約はその仕事の遂行
中はC社にすべて責任があり、A社は関係ない。というよりもA社は遂行中は口出
しできない。

2003年の「製造業への労働者派遣の解禁」から「偽装請負」という言葉が話題に
なった。しかしこの2つは関係ない。2003年にはこれまで禁止されていた製造業の
派遣がOKになっただけであり、これを機にこの問題が表面化（メーカーで発見され
た）しただけと言える。



偽装請負とは、実態は労働者派遣（労派法の規制を受ける）スタイルで仕事をし
ているのに、これを請負契約で処理しているものである。要するに請負契約をした
他社の従業員に発注元が指揮命令しているものである。そして最大の問題はこれ
がマスコミで騒がれるまで（国会でも騒いでいたが）受注企業およびその労働者、
発注企業で指揮命令をしている人が違法だと思っていなかったことである（今でも
違法だと思っていない無知な人、会社もある）。

もしこの形態が自社にあるのなら、グレー（何とか合法）か違法かを考えるよりも
、即刻やめて、別のスタイル（請負契約のままで指揮命令をやめる、派遣契約に
変える、正社員として採用する、･･･）とすることである。



（ⅲ）労派法の規制
労派法の規制としては次のようなものがある。

（a）派遣会社（派遣元事業者）
従来は特定労働者派遣事業（常時雇用の労働者の派遣）、一般労働者派遣事

業（常時雇用ではなく登録しておいて派遣のつど雇用契約を結ぶ）の規制区分が
あったが、2015年は一般化され、すべて許可制となった（つまりすべての事業者の
許可の取消が可能）。
（b）派遣禁止

派遣対象業務について当初はポジティブリスト（この業務のみやってよい）であっ
たが、ネガティブリストに変わっている。現在では港湾運送、建設、警備などが禁
止対象業務である。
（c）派遣可能期間
・派遣先の同一組織単位において、3年を超える継続した同一の派遣労働者の受
け入れができない（同じ人が同じ場所で3年以上派遣労働できない）。
・派遣先の同一事業所においては派遣会社から、3年を超える継続した労働派遣
の提供を受けられない（3年以上の派遣契約はできない）。
・上の派遣期間制は「派遣労働者が派遣会社と無期雇用契約をしている」「60歳以
上の者」「有期プロジェクト業務」などは例外とする。
・上記の派遣可能期間に違反すると、派遣先（派遣会社ではない）は当該派遣労
働者に対して直接雇用申込をしたとみなされる（直接雇用申込義務）。無論労働者
が承諾すれば直接雇用となる。



（d）派遣会社の構ずべき措置
「派遣元責任者の選定」「派遣元管理者台帳の作成」「派遣会社との雇用契約完

了時派遣先への就職を禁止してはならない」といったものは従来からあったが、改
正によって次のようなものが追加された。
・雇用安定化措置の義務

派遣労働者の雇用を安定させるため、「派遣先への直接雇用の依頼」「新たな派
遣先の提供」「派遣会社での無期雇用」「その他安定した雇用の継続を図るための
措置」のいずれかをとることを義務付けた。
・キャリアアップ措置

派遣会社に派遣労働者のキャリアアップ支援として教育訓練、希望者に対する
キャリアコンサルティングを実施することを義務付けた。
・均衡待遇の確保

派遣先で同種業務を行う人との均衡を考えて、派遣会社が賃金を決定する配慮
義務を課した。
（e）派遣先の構ずべき措置

従来からある派遣労働者の適正な就業条件の確保、派遣先責任者の選任、派
遣先管理台帳の作成の他に、次のような点が改正で追加された。
・派遣終了後に、派遣先が当該業務に労働者を雇い入れる場合、当該業務に従
事していた派遣労働者から雇い入れる努力義務。
・先ほど述べた直接雇用申込み義務が定められた。これは先ほどの派遣可能期
間超えの他、「禁止業務への派遣受け入れ」「無許可無届出の事業者からの派遣
受け入れ」「偽装請負」という3つの場合について直接雇用申込義務を課した。



（２）ダイバーシティ、ワーク・ライフ・バランス
ダイバーシティ（diversity）とは、元々は多様性という意味であるが、ビジネスの

世界では「性別、キャリア、国籍など多様な人が集まることでシナジーを生んでいく
」という考え方をいっている。労働法の世界でもこの言葉は1つのキーワードとなっ
ている。もう1つの労働法のキーワードはすでに何度も述べたワーク・ライフ・バラ
ンス、つまり仕事と生活の両立である。
この2つのキーワードはラップする部分（「女性」など）も多いので、この2つに関す
る法律についてまとめてみよう。

①女性活躍
（ⅰ）男女雇用機会均等法（均等法）

従来労基法では男女差別について「女性の賃金について男性と差別的取扱をし
てはならない」を定めるのみであった。
1979年国連で採択された「女子差別撤廃条約」に日本は1980年署名し、その後批
准（国会の承認）し、国内法の整備が求められた。
ここまで労基法では「平等」ではなく「女性保護」の立場を採ってきた。そして「保護
」か「平等」かという議論に加え、「女性雇用を義務付けるのは納得がいかない」と
いったもう1つのアプローチからの反対があり、その議論は収束しないでいた。

（２）ダイ
バーシティ
、ワーク・
ライフ・バ
ランス



そのような中、条約批准という国際法と、判例による「男女平等法理」により、「平
等」というよりも「差別禁止」へと向かっていく。そして日本らしく、努力義務のソフト
ローから入って、ハードロー化という道をたどっていく。
一方で、保護の方は労基法の「女性の一般保護規定」（残業規制、深夜労働禁止
など）は撤廃されていく。そして女性保護ではなく、妊娠、出産、育児といった生活
ハンディキャッパーのサポートへと向かい、もう1つのテーマである「ワーク・ライフ・
バランス」という波を生む。これに介護、さらには長時間労働の規制という新たなワ
ーク・ライフ・バランスの波が合流してくる。

この中で均等法は1997年、2006年と改正されていく。現在のポイントは次のとお
りである。
（a）性別を理由とする差別の禁止

この性差別禁止対象は募集・採用、配置、昇進・降格、教育訓練、福利厚生、職
種（営業、技術･･･）、雇用形態（正規、非正規など）変更、退職勧告、定年、解雇、
労働契約更新といったほぼ全域であり、均等法の原点といえるものである。中でも
昇進、職種といったキャリアに関するものは企業に大きなインパクトを与えた。

そこで生まれたのが総合職、一般職というコース別人事制度である。すなわち“
性”ではなく“コース”によって2つのキャリアパスを持ち、出世のスピードを変えると
いうものである。だが実態は差別の撤廃ではなく、非管理職コース（一般職）は従
来の庶務（これまで女性の事務職にこんな差別的用語を使っていた）の女性であ
り、総合職にも女性が希望すれば転換できるというものである。そしてこの時から
女性総合職の新卒採用が始まる。



（b）間接差別の禁止
間接差別とは、一見すると「性に関係ない中立的な基準」が、実質的には差別基

準となるもののことである。間接差別は諸外国では従来からある考え方であり、
2006年の改正で輸入し、これを禁止した。省令では「募集・採用に当たって身長、
体重など体に関することを要件とするもの」「募集・採用、昇進、職種の変更に当た
って“転居を伴う勤務に応じること”を要件とするもの」「昇進に当たって転勤の経
験を要件とするもの」などを挙げている。

実はこのような具体的な事例の列挙は諸外国では見られないものであり、かなり
強烈な規制である。特に2番目は従来は「コース別雇用管理における『総合職』の
労働者の募集、または採用に当たって転居を伴う転勤に応じることができること（
転勤要件）を要件とするもの」となっていたものを、2014年から上記のようにコース
別、総合職という限定を取り去り、昇進、職種の変更を付け足したものである。こ
れはこの改正まで、「総合職、一般職といった形で、前者は転勤あり、後者は転勤
なし」としたり、「女性の一般職から総合職へのチェンジについて、総合職を『転勤
ありタイプ』と『なしタイプ』に分けて出世スピードを変える」といったことをやってき
た企業への、国からのレッドカードの提示である。要するにすべての労働者に対し
て「転勤要件」で差別することを禁止するというものである。

ここまで聞いて驚かれた読者も多いと思う。勤務している自社においては「転勤
のあり、なし」によって出世コースを分けているところも多い。このタネあかしは「合
理的な理由がないにもかかわらず」という例外事項が付いていることにある。つま
り「合理的な理由があればOK」ということである。



確かにこの「合理的な理由」を探すのも経営としての1つの考え方かもしれない（
言い方は悪いが、法の網の目をくぐり抜けるというものである）。しかしワーキング・
イノベーションで考えるべきことは、国の労働政策のベクトルである。国は「転勤が
あれば本人の生活にダメージを与えるのだから、出世コースを分けて当然」という
考え方を否定している。そして「使用者が合理性を立証しなければ間接差別が成立
する」としている。今後どの程度ハードロー化してくるかわからないが（規制が弱くな
ることは考えづらい）、少なくとも昇進に関しては転勤によるコース分けについて再
考すべきと考える（無論、手当などの給与での調整は考えるべきであろう）。



（c）ポジティブアクション
先ほどの労基法での女性保護措置撤廃により、「女性優遇措置」は「平等」の観

点から禁止している。しかし「過去の不平等によって生まれた結果」をそのままにし
て、「今日から平等」と言っても不公平である。特に昇進に関しては過去の人事評
価の積み重ねによって決まる。そして飛び級（いきなり2段階昇進して課長へ）は普
通は認められていない。そこでこの「過去の不平等による結果」の解消を図るため
に、女性を優遇していくことを国は例外として許容している。これをポジティブアク
ションという。
このポジティブアクションの国の指針としては「女性労働者が男性労働者と比較し
て相当程度少ない職務・役職への採用、配置、昇進、教育訓練、職種変更、雇用
形態変更などについて女性より男性を優先、または有利な取扱いをすること」とい
う女性優遇措置を許容している。つまりかつて差別があった女性に対して、優先的
に昇進させたり、昇進のための教育を優先的に実施したりすることを認めている。
というよりもここまで例示するということは、それを企業がやることを国は求めてい
る。



ポジティブアクションについては、私のセミナーでディスカッションすることもある
が、男性の受講者からは「女性優先はずるい」という声が挙がる（受講者に女性が
いると声は小さいが）。しかし社会は「そうするように求めている」。組織全体（経営
者だけでなく）でのこの理解が必要である。そうでないとポジティブアクションで昇
進した女性はまわりから白い目（「ゲタをはかせてもらった」）で見られてしまう。組
織としては女性だけ昇進の条件を変えるのではなく、昇進の能力条件（過去の人
事評価という変えようのないものを除いて）を満たすように、女性を優先して教育し
ていくしかない。
そしてこれが後述する女性活躍推進法へと流れていく。



（d）セクハラ
セクシャル・ハラスメント（セクハラ）は「相手の意に反する不快な性的言動」という

のが一般的な定義である。均等法ではこれを対価型セクハラ（性的な言動で労働
者が不利益を受けること）と環境型セクハラ（性的な言動によって働く環境が悪化
、業務に影響が出ること）に区分し、それぞれについて事業主は男女労働者から
の相談に応じ、適切に対応するために必要な整備、その他の雇用管理上必要な
措置を講じなければならないとした。

この事業者責任は当初は配慮義務（考えろ）であったが、2006年の改正で上記
のように措置義務（行動で見せろ）とした。そのうえで指針として次のような措置の
具体的な内容を掲げている。
・セクハラに関する方針の明確化、周知・啓発
・相談窓口などの相談体制の整備
・相談の申出については事実確認、適正な措置をすること
・相談者、行為人のプライバシー保護および相談、事実確認協力を理由とする不
利益行為の禁止

これら事業主への義務は厚労省の行政指導、企業名公表の対象であり、22ペー
ジの労働局による紛争解決の援助対象になる。
しかしこの均等法では事業者責任のみで加害者については触れていない。加害
者については他の法によってその責任を問うとしている。強制わいせつ行為は問
題外としても、セクハラによって被害者が受けた不利益に対しては、当然のことな
がら不法行為責任を負う（要するに被害者からの損害賠償責任を負う）。



（e）マタハラ
女性労働者に対して、婚姻、妊娠、出産、さらには労基法の産前産後休暇、妊娠

中の軽易業務への転換などを理由とする不利益取扱いを禁止した。このうち妊娠
、出産などに関する不適切な言動を、一般にマタハラ（マタニティ・ハラスメント）と
呼んでいる。
（ⅱ）育児介護休業法

1980年代に入ってからの日本の2大テーマである「女性の社会進出」と「少子化
解消」の最大のネックが育児であり、1985年の均等法を受けて1991年に育児休業
法が生まれた。1999年には介護休業と合わせ、育児介護休業法となった。主なポ
イントは次のとおりである。
（a）育児
・育児休業

原則として、職種、男女問わずすべての労働者は「1歳に満たない子」を養育す
るための期間において、育児休業を申し出ることができ、事業主はこれを拒否でき
ない。育児休業期間中の賃金保証は法定化されていないが、雇用保険から育児
休業給付金（休業を開始して6ヶ月は休業前賃金の67％、その後は50％）が支給
される。その間社会保険は継続されるが保険料は免除される。



・子の看護休暇
「小学校入学前の子」を養育する労働者は、子の負傷、病気などの世話（予防接

種、健康診断などを含む）のために5労働日（2人以上いる時は10労働日）を限度
に、子の看護休暇を事業主に申し出れば取得できる（半日単位も可）。
・残業制限

3歳未満の子を養育する労働者が請求した場合、残業させてはならない。小学校
入学前の子を養育する労働者が請求した時は1ヶ月24時間、1年156時間を超える
残業および深夜労働をさせてはならない。
・時短勤務

育児休業を取得せず3歳までの子を養育する労働者が希望する場合は、短時間
勤務（6時間または6時間を含む複数の時間）の措置を講じなければならない。これ
をよく時短という。
・転勤配慮

転勤によって育児が困難となる労働者について、事業者は配慮しなければなら
ない。



（b）介護
・介護休業

労働者は「要介護状態にある対象家族」（配偶者、父母、子、配偶者の父母など
）を介護するために、要介護者1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93
日を限度として休業することができる。
・介護休暇

労働者は要介護状態になる対象家族の介護またはその必要な世話をするため
に、事業主に申し出ることによって年5労働日を限度に介護休暇を取得できる。
・残業制限、深夜労働

要介護状態にある家族の介護において、小学校入学前の子を養育する労働者
と同様の残業制限、深夜労働の制限の保護措置を受けることができる。
・時短

事業主は要介護状態にある対象家族を介護するもので介護休業をしないものに
対して、時短勤務や介護を容易にするための措置を講じなければならない。



（ⅲ）次世代育成支援対策法
育児休業とともに、少子化対策として2003年に10年間の時限立法（有効期間の

ある法律）として制定され、その後2025年まで延長された。「子供が健康に生まれ
、養育されるための環境の整備を図るために、国、地方公共団体、事業主、国民
の責任を明らかにし、その行動計画を策定すること」などを定めている。主なポイ
ントは次のとおりである。
･100人を超える労働者を使用する事業主は、一般事業主行動計画（次世代育成
支援対策の目標、内容、時期など）を所轄の労働局長に提出しなくてはならない。
・上記の計画について国が基準を設け、それに適合した企業には認定を行い、厚
生労働大臣の定める表示（「くるみんマーク」と呼んでいる）を付けることができる。



（ⅳ）女性活躍推進法
1999年、男女共同参画社会基本法が制定された。これを受け2003年小泉首相

の下、男女共同参画推進本部が設置され、「2020年30％目標」が設定された。こ
れは「2020年までに指導的地位に女性が占める割合を、少なくとも30％程度にす
る」というものである（ここでいう「指導的地位」とは「議会議員」「法人、団体等の課
長担当職以上」「専門的・技術的な職業のうち特に専門性が高い職業に従事する
者」としている）。
この後民主党政権下で一旦影を潜めたが、安倍首相のアベノミクスの成長戦略の
主要政策としてクローズアップされる。アベノミクスのベクトルである「日本再生戦
略：改訂2014」の中で「わが国最大の潜在能力である女性の力を最大限発揮でき
ることは、人材確保のみならず、企業活動、行政、地域等の現場に多様な価値観
や創意工夫をもたらし、社会全体に活力を与える」とし、再び「2020年30％目標」と
いうハイレベルな数値目標を掲げて、法制定に向け検討を開始する。そして2014
年に一旦廃案となったが、2015年「女性活躍推進法」として成立する。そのポイン
トは以下のとおりである。



（a）基本原則
国はこの法律の概要を次のように述べている。
自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十

分に発揮されることが一層重要。このため、以下を基本原則として、女性の職業生
活における活躍を推進し、豊かで活力のある社会の実現を図る。
・女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用（活用･･･。活
躍とすべきと思うのだが･･･）と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣
行が及ぼす影響への配慮が行われること。
・職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活
と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること。
・女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと。
（b）行動計画の策定

常時300人を超える労働者を雇用する事業主に対して、女性活躍に関する状況
把握（女性採用比率、勤務年数男女差、労働時間の状況、女性管理職率）と課題
分析、行動計画の策定および公表等を求めている。

そのうえで「基準に適合する事業主の認定と、適合したことを表示できる」として
いる。
（c）職業選択のための情報の公表

常時300人を超える労働者を雇用する事業主には、女性が職業選択するための
情報の公表も求めている。省令で公表項目については次のようなものから選択す
るように求めている。



・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・採用における男女別の競争倍率（労働者の募集に対する応募者数を採用者数
で除した数字）
・労働者に占める女性労働者の割合
・男女の継続勤務年数の差異（期間の定めのない労働契約を締結している労働
者を対象）
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇
用割合（新規学卒者として採用された者に限る）
・男女別の育児休業取得率
・一月あたりの労働者の平均残業時間
・年次有給休暇の取得率
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績
・男女別の再雇用（定年後の再雇用を除く）又は中途採用の実績

つまり大企業に対して、社会が「女性活躍」を強く求めていることを理解し、CSR
の観点からそれに応えるように要請している。そしてその対応を社会へ ディスク
ローズし、社会からその評価を受けるように求めている。



②障害者雇用
1960年身体障害者雇用促進法が定められた。その後1987年には精神障害もこ

の法の対象とし、法名も障害者雇用促進法へ変更した。ここでは当初から一定規
模以上（現在は50人以上）の雇用主に法定雇用率（現在民間企業は2％）以上の
障害者雇用の努力義務を課し、1976年これを義務（法定雇用率以上でなければな
らない）とし、あわせて障害者雇用納付金制度（法定雇用率未達の事業主から納
付金を徴収し、達成している事業主に助成金を支給する）を新設した。

2006年の国連総会で採決された障害者権利条約では、障害に関するすべての
障害者の人権と基本的自由を完全に実現することを確保、推進すべき旨を定めた
。2007年にこの条約に署名した日本は、これを批准するために2011年に障害者基
本法、2013年に障害者差別解消推進法の制定を行った。これを受け雇用分野に
おいて2013年障害者雇用促進法の改正を行った。そして雇用分野における障害
者差別の禁止、募集・採用などの合理的配慮の提供義務、相談体制の整備、苦
情処理・紛争解決の援助、法定雇用率の算定基礎に精神障害者の参入などを定
めた。



③外国人労働者
入管法（出入国管理及び難民認定法）という法律で、外国人が日本に在留して

職業活動に従事するには、「一定の在留資格を取得すること」を求めている。この
資格は「活動に伴う資格」（特定の仕事でのみ認める）と「身分・地位に基づく資格
」（永住者や日本人の配偶者等で、仕事に制限はない）がある。

日本は基本的には「外国人の単純労働者を受け入れない方針」を採ってきたが
、1980年代後半から不法就労（観光ビザで仕事に就くなど）が急増した。そこで政
府は1989年に入管法を改正し、外国人の技術・技能労働者の受け入れは拡大す
る一方で、単純労働者は従来どおりとして、この不法就労の取締りを強化すること
とした。

また従来からある外国人研修制度では、研修のみで就労は認められなかったが
、1997年に「外国人研修、技能実習制度」と変更し、技能実習（要するに教育を受
けながら働くこと）について研修と合わせて3年（2017年より5年）を上限として認め
た。しかしこの制度が低賃金労働力を使用する手段として用いられてしまったため
、2009年入管法が再度改正された。これにより実務研修を行う場合は雇用契約を
締結することを義務付けた。そのため外国人実習者が労働法の保護を受けられる
ようになった。あわせて先ほどの在留資格にも「技能実習」を追加した。また2007
年の雇用対策法の改正で、事業主に対し、外国人を雇用、離職する際には届出を
義務付けた。



厚労省の発表では、外国人労働者数は増加を続け、2016年10月には100万人を
突破した。また届出していないものも多く、実際はこれをはるかに上回る外国人労
働者が就労している。
構成としては「活動に伴う資格」（18％）と「技能実習」（20％）はほとんど変わらず、
「身分による就業」（30％）は減っている。そして残りは留学生ビザで入国して働く（
「週28時間までは認められている」など）といった資格外活動が増加している。

国別では中国が一番多いが、2位のベトナムが急増している。かつての外国人
労働者としては「工場で働くブラジル人」のイメージが強かったが、リーマンショック
後のリストラで帰国者が増加し、現在は3位となっている。



PARTⅡ ワーキ
ング・イノベー
ション戦略

PARTⅡではPARTⅠで述べた社会からの「働き方改革」の要請を受け、企業と
してどのようなワーキング・イノベーション戦略を採っていくかを考える。

このPARTⅡでは大きく2つのことを述べる。
１つはワーキング・イノベーション戦略の骨格であり、戦略を考える上での前提

となるものである。
もう１つは重点戦略のベクトルであり、ここでは残業削減、ワーク･ライフ・バラン

ス、ダイバーシティの3点について述べる。



第１章
ワーキング・イノベーション戦略の骨格

第1章 ワーキング・
イノベーション戦略
の骨格

本章では２つのことを述べる。１つは組織としてのフレームであり、これを
組織戦略ベクトルと表現する。もう１つは各ワーキング要素のフレームであ
り、これをワーキングミックスと表現する。



１．組織戦略ベクトル
働く人の集まりを「組織」と表現する。ワーキング・イノベーション戦略を考える時

の枠組みの第１は、組織としての戦略ベクトルである。この組織戦略ベクトルがワ
ーキング・イノベーション戦略の上位戦略ベクトルとなる。
（１）パブリック・リレーションズ

会社はいくつかの側面を持っている。本書の対象は従業員ガバナンスの会社で
あり、そこでの「働き方を変える」ことがその目的である。したがって会社の見方は
「働くヒトの集まり」であり、「組織」として見るのが基本である。

この組織でヒトが働くことを考える時、まず第一に設計しなくてはいけないことが
ある。それは「組織内部」と「組織外部＝社会」との関係である。組織が「社会との
関係を設計すること」をパブリック・リレーションズ＊といい、組織戦略ベクトルの第
一テーマとなる。
このパブリック・リレーションズは2つの要素に分かれる。インタフェース設計とビュ
ー設計である。

＊ Public RelationsはPRと略されるが、PRという言葉はアメリカで生まれた言葉であり、130ページのように別の意味を持っている。その
ため本書ではパブリック・リレーションズとPRを使い分けることとする。

１．組織戦略ベクトル （
１）パブリック・リレーシ
ョンズ



①インタフェース設計
組織として外部とのインタフェースを設計することである。
このインタフェース設計のアウトプットは2つある。ミッションとバリューである。

（ⅰ）ミッション
ヒトは１人で生きていくことはできず、集団化していく。その集まりを社会という。

社会は「生活（ライフ：食べる、寝る、子供を育てる･･･）」と「その生活を支えるため
のもの」の2つに分かれる。後者は仕事（ワーク）と呼ばれる。つまりヒトは生活人と
仕事人という2面性を持つようになる。

生活は次世代のヒト、つまり子供をベースとして集まり、家庭という共同生活とな
る。一方、仕事は社会という集団が大きくなっていく中で機能分担されていく。「家
を作る」「食物を得る」「衣服を作る」…。同じ機能を持っている人はグループで仕事
をした方が合理的ということで、企業という組織が生まれる。

こうして社会は家庭と企業という2つの要素となり、これらを調整していく機能が
必要となる。この調整を担当するのが国であり、国は「社会のルール（法）を作る」（
立法）、「法によって調整する」（行政）、「法を守らせる」（司法）という3機能に分か
れる。



この法というルールの下で多くの企業は株式会社というスタイルを採る。株式会
社はルール設計上では「カネを出す人（株主）が“言い出しっぺ”で会社という働く
場を作り、そこで“働く人”を集める」というものだが、社会の進化によって会社の主
役は“働く人”となっていく。というよりも、日本は働き方を考えた人が“言い出しっ
ぺ”で会社を作り、カネは銀行から借りる。その会社の働き方が良かったり、働い
て得るものが大きいとそこにヒトは集まってきて、会社は大きくなっていく。大きくな
った会社はさらに大きくなるためのインフラを作るカネを求めて上場する。この上
場によって株主の権利である株は小さく切られ、それによって多くの人が株という
１つの権利をシェアするようになる。そのためこの株の権利は会社のガバナンスや
配当（もうけの分け前）よりも、その株がいくらで売れるのか（株価）になる。
こうした中で会社は「働く人」（従業員と表現する）がすべてとなり、株主を含めた外
部の人（これを社会という）と分離していく。

話をパブリック・リレーションズに戻そう。このタイプの会社がなすべき「社会との
関係設計」のキーは、機能分担をはっきりさせることである。会社は株主がカネを
出して労働者を働かせる場ではなく、従業員が働く場なので、何のために働くか、
つまり会社全体としての仕事の機能をはっきりさせる必要がある。これが近年、上
場企業のキーワードとなっている「ミッション」（使命）である。



ミッションは社会での機能分担であり、働く人の目的であり、働くヒトやカネを出す
人を集める旗であり、これによって何を生んでいくかというアウトプットを表現する
ものである。つまり「機能」と「アウトプット」を定義したものがミッションであり、その
会社の存在目的と言ってよい。
バブル崩壊で成長が止まった多くの大企業は、立ち止まって会社の存在目的たる
ミッションを考えることが多い。そして創業者が従業員に指示した創業理念に回帰
してこれをミッションとしたり、いつの間にかやっていた自分たちの仕事を見つめ直
してミッションを創ったり、過去を捨て未来の姿を考えてミッションを創ったりしてい
く。これらは企業理念、経営理念、社是などと呼ばれ、明文化され、社内外へ伝え
られていく。
日立は創業後100年を経て、その創業理念に立ち返り「技術を通して社会に貢献
する」をミッションとした。「技術」という機能を使って「社会貢献」という仕事をアウト
プットとすることを会社の存在目的とする。
ハウスは「食を通じて、家庭の幸せに役立つ」をミッションとし、「食」という機能分
担で「家庭の幸せ」という仕事をアウトプットとする。

高砂は従来から社是としてあった「人の和と創意で社会に貢献」を前面に出す。「
人の和と創意」という機能で「社会に貢献」をアウトプットとする。さらには創業100
周年に向かって会社を変革するベクトルとして長期経営構想（GReeN PR!DE100）
を作り、その中で「地球環境に貢献する環境ソリューションプロフェッショナル」を掲
げ、「環境ソリューション」という機能で「地球環境への貢献」をアウトプットとしてい
る。



日揮は自らのこれまでやってきた仕事を振り返り、2017年にJGC Wayを創り、そ
の中でMission （経営理念）を「私たちは、世界を舞台に、技術と知見を結集して、
人と地球の豊かな未来を創ります」とし、「世界」というステージで培った「技術と知
見」という機能で「人と地球の豊かな未来」をアプトプットとすることを宣言する。さら
にはこれをもう少し具体的な姿としたVision（目指す姿）を掲げ、「私たちは、エンジ
ニアリングをコアとしてエネルギーとインフラの世界で（機能）新たな価値を創り出
す（アウトプット）企業グループを目指します」としている。
アズビルは創業100周年を機に、その企業理念を一新し、グループ理念を創った。
その中で「私たちは、『人を中心としたオートメーション』で、人々の『安心、快適、達
成感』を実現するとともに、地球環境に貢献します」と宣言し、「人を中心としたオー
トメーション」という機能で「安心、快適、達成感」を目的とし、「地球環境に貢献す
る」というアウトプットを設計した。
コカ・コーラウエストはその誕生時に企業理念を創造した。これは「飲料を通じて価
値ある『商品、サービス』を提供することで、お客様のハッピーでいきいきとしたライ
フスタイルと持続可能な社会の発展に貢献します」というもので、「飲料」という機
能（社会分担）で「ハッピーでいきいきとしたライフスタイルと持続可能な社会の発
展への貢献」をアウトプットとしている。

ワーキング・イノベーション（働き方改革）の出発点はここにある。つまり社会の中
で何のために“働き”（社会機能）、その“働き”で何をアプトプットしていくかを、組
織としてイノベーション（変革）することである。



（ⅱ）バリュー
インタフェース設計の2つ目はその仕事のアウトプットのバリュー（価値）を設計す

ることである。仕事の価値観といってもよい。魚屋でいえば「おいしい魚」「新鮮な
魚」「地場の魚」「リーズナブルな魚」といったことである。自社が創り、提供する価
値をどう考えるかである。

ハウスでは「ハウスの約束」として「よりおいしく、より簡便に、より健康に」という
価値観を掲げている。

高砂は経営理念の中で「最高の品質創り」「全員の創意を発揮し顧客のニーズ
に対応した特色ある技術」「人の和と品性」という価値観を掲げている。

日揮はJGC Wayの中の「価値観（Values）」として「4つのちから･･･挑戦、創造、結
集、完遂」、「2つの誓い･･･尊重、誠実」という価値観を掲げている。

アズビルはそのグループ理念で「現場で価値を創ります」「私たちらしさを追求し
ます」「未来を考え、革新的に行動します」という価値観を掲げている。

コカ・コーラウエストは「みんなのあしたにハッピーを」をコーポレート・キャッチフ
レーズとして「ハッピー」という価値観を掲げている。

インタフェース設計の第2ステップは、ミッションをベースとして自社がどんな価値
観を持ち、社会にどんな価値を提供するかという2つのバリューを設計することで
ある。



②ビュー設計
次に組織が「社会からどう見られたいのか」というビュー（見方、というよりも見ら

れ方）設計することである。人間でいえば「まじめなヒト」と思われたいか、「やり手」
と思われたいかといったことである。先ほどのバリューが組織内部から社会へ発
信するものであれば、ビューは「その組織行動（Σ各人の働き）を組織外部からど
う評価されたいか」というものである。

パブリック･リレーションズの略である「PR」というのはアメリカで生まれた考え方
であるが、その定義は次のようなものである。

「会社を取り巻く投資家、株主、顧客、消費者、地域社会などの社会と良好な関
係を保つために、会社が情報や資金を積極的に提供していくこと」、つまり「社会と
良好な関係を築くために努力しよう」という考え方である。これはパブリック・リレー
ションズの“１つの姿”を表現している（無論“違う姿”もあるが）。

PRの定義にある「良好な関係」が本書でいうビューである。ビュー設計は「良好
な関係」とはどういうものを指すのかを定義することであり、言い方を変えれば良
好な関係を評価する“ものさし”を作るものである。

ビュー設計の原点は社会はどんな会社を「良い会社」と思うかである。この“もの
さし”として「利益」という業績が妥当だろうか？

社会、特に日本では「大企業悪人説」という不思議なイデオロギーがある。大企
業と中小企業なら明らかに大企業の方が利益が大きい。そして「大企業は利益を
出すためなら何でもやり、中小企業は一生懸命働いているのに大企業の下請けな
どで利益を絞り取られている」という形で、大企業への社会の“風当たり”は強い。



PARTⅠの労働行政、労働法で気づいたと思うが、企業への規制のほとんどは「
除く中小企業」である。つまり社会から見ると上場大企業のように「利益を出す」こと
は決して良い評価ではなく、むしろ「そんなに儲けないでもっと社会へ貢献しろ」とい
う声である。

大企業が悪人なら、「会社が大きいこと」（＝売上が大きい、人数が多い）も決して
社会からの良い評価とはいえない。

では「有名企業」、つまり「人に知られている」が「良い会社」だろうか。有名な商品
ブランド（つまり「商品がよく売れている」）は良い評価ではないと思う。「有名な会社
」と「良い会社」は違う。「名もなき会社で一生懸命働いている姿」に良い評価を与え
る人は多い。

ここで注目したいのが、私がこれまでに自らの本に書いてきた“インテグリティ”で
ある。

integrityという英語は、辞書には「高潔、誠実、正直」と書いているが少しニュアン
スが違う。インテグリティはドラッカーが自著でこの言葉を使い、10年くらい前から経
営のキーワードとなっている。ドラッカー本の翻訳者はこれを「真摯さ」と訳したが、
これもニュアンスが違う。今では「インテグリティ」というカタカナ英語がよく使われて
いる。

バブル崩壊後からこの言葉が生まれる10年前まで、「競争優位性」「勝ち組と負
け組」が経営のキーワードであり、その勝ち組として有名になったホリエモンがフジ
テレビとの買収劇を演じ、負け組のメーカーが中高年リストラで利益を絞り出し、と
いったまさに国内戦争が起きていた。この時、多くの大企業の経営者たちは荒んで
いく企業を見つめ、嘆いた。



「日本企業はいつの間にこんな会社になってしまったんだろう」
そこで働く従業員はストレスをため、予算目標達成のためインチキ、パワハラをや

るようになり、上下関係、長幼の序（年長者を尊敬する秩序）は崩れ･･･となっていく
姿を経営者は茫然と見つめていた。

そして不毛の10年が過ぎ、業績が安定していく中で、「これを変革しよう」という組
織リーダーが誕生してくる。これまで私はこの変革（イノベーション）をずっとサポー
トしてきた。

この変革の旗となったのがインテグリティである。日本語でいえば「品格」という言
葉がもっとも近い。インテグリティをネガティブにいえば「組織としてそんな行動をと
って社会に恥ずかしくないのか」であり、ポジティブにいえば、「社会から品格のある
会社として見られたい＝良い会社として思われたい」という組織としてのビューであ
る。多くの経営者はこれはよく「立派な会社」「一流企業」と表現している。

この社会から評価されたいインテグリティを実現するものは、個々人の働き方で
いえばプライドと表現される。アズビルのグループ理念には「私たちらしさを追求し
ます」というものがある。これは「アズビルという立派な会社のメンバーなのだから、
アズビルらしく行動しよう」というプライドであろう。

このビューとして設計されたインテグリティ、プライドをも企業理念、経営理念、さ
らには行動理念といったものに入れている会社も多い。

ハウスには企業理念の他にディスクローズしてはいないが（自分たちの行動理念
なので公開する必要はない。無論秘密にしているわけではない）「ハウスの意(ここ
ろ)」（創業の意）という形で「ハウスの十論」というものがある。



この中には「謙虚な自信と誇りを持とう」「創意ある仕事こそ尊い」といったものが
書かれている。私はハウスと長い間付き合いがあり、何百人ものハウス人と会っ
ているが、この「ハウスの意」が浸透していると思う。「謙虚であり、自信と誇りを持
っている」ことはその言動を見ればわかる。「創意ある仕事こそ尊い」からこそ、世
にないユニークな商品を次々と出していく。そして私はハウスを、組織としてのイン
テグリティの高さ、仕事をするためのプライドを持った良い会社、立派な会社、一流
企業だと思う。そしてその人たちと仕事をできることを楽しく、そして誇りに思ってい
る。

日揮でいえば先ほどの2つの誓い「尊重、誠実」であり、高砂でいえば経営理念
にある「人間尊重」「品性を高揚する」である。

私は40年前に日立（当時の日本ビジネスコンサルタント）へ入社したが、マネジャ
ーになる前に受けた教育をよく思い出す。教科書は「落穂ひろい」という本であった
。この本のテーマは、品質をその事業の根幹とする日立の「基本と正道」である。
そしてそこには「他社、他人に対して不親切でないか」「納品のクレームに対して不
備はないか」といったことが書かれており、そのプロローグに「失敗の後始末をして
行く場合は、精神方面の心がけが大切である･･･」と書いている。亡くなった私の妻
の父は、日立のバリバリのエンジニアであった。最初に会った時の印象は品格で
ある。ぐいぐい来るのではなく、一歩引いて相手をリスペクトする美しさを持ってい
た。自分が日立の中にいた頃、あまり感じなかったことであるが、辞めて30年近く
経った今、日立とはインテグリティのある立派な会社だと思う。



そしてこのインテグリティを、教育を通して、上下関係を通して（上司の行動で）、
さらにはキャリアアップを通して（インテグリティの高い人を昇進させていく）、組織
に徹底していたのだと思う。

ワーキング・イノベーションにおけるビュー設計とはこのインテグリティをベースに
「働き方の理念」を確認し、それを組織に持たせ、各人がこれに合意して働いてい
くことである。

今、日本の会社のリーダーとして君臨しているトヨタもインテグリティの高い会社
である。2017年トヨタとスズキは業務提携をした。そのメディアへの発表時に豊田
章男社長（トヨタ創業者の孫、61歳）と鈴木修会長（創業者の娘婿で軽自動車とい
うビジネスでスズキを立て直した。87歳）が壇上にいた。フォルクスワーゲンと別れ
てピンチとなったスズキを、実質的にはトヨタがグループ内に吸収したものである。
記者たちはまず豊田社長へ話を求めたが、彼は「鈴木会長からお願いします」と
言った。その後で「スズキさんと仕事をすることは光栄だ」と言った。会社と会社よ
り、ヒトとヒトとして長幼の序、そして自動車業界への貢献度からそう言ったのであ
ろう。



私は以前から豊田社長にインテグリティを感じている。グローバル化で多くの日
本企業がうまく行かず悩んでいる。それは「海外進出」というスタイルから来るもの
であり、「縮小した日本マーケットでは食っていけないのでグローバルマーケットで
稼ごう」というスタンスである。そして稼げば必ず相手国からの抵抗にあう。しかしト
ヨタはグローバル化に成功している。トヨタはトヨタウェイ2001（全世界のトヨタで働
く人々が共有すべき価値観）として、2つのキーワードを掲げている。Continuous 
Improvement（知恵と改善）とRespect for People（人間性尊重）である。「この価値
観を持って現地にトヨタを創り、現地の人が現地に合った形で働いてほしい」という
願いである。

私の中学、高校の同級生でトヨタへ入社した人がいる。昔からやさしい性格で皆
から「やまさん」と言われて慕われていた。私の大学の2年先輩でやはりトヨタヘ入
社した人がいる。彼の印象は「ぐいぐい押す感じのやり手」というものである。久し
ぶりにこの先輩に会った時「お前の高校の同級生がここの所ずうっと俺の上司だ。
でも、まあうまくやっているよ」と言っていた。今思えば「やまさん」にはトヨタらしい
インテグリティを感じる。

そしてこのパブリック・リレーションズはCSRとガバナンスという2つのサブテーマ
を生んでいく。



（２）CSR
CSR（Corporate Social Responsibility）は社会主義国家ドイツで生まれた考え方

である。「社会の一員として存在する企業が社会に対してどんな責任を持つのか」
を企業自身が考え、設計していくものである。

これが1990年代後半にアメリカのビジネススクールの1テーマとなり、これを通し
てほぼ同時期に日本へ輸入された。そしてバブル崩壊後の不毛の10年を過ぎて
落ち着きを取り戻した大企業で流行語となり、今や経営のインフラとなっている。自
社WebサイトでCSRについて触れていない上場企業は皆無と言ってよい。

多くの企業は、CSRを自社の従業員の働き方について書いた「企業行動基準」の
上位に置いている。つまり働き方のフレームワークと考えている。そしてそのほと
んどが「CSR経営」という表現を採っている。

ミッション、バリュー、ビューといったパブリック・リレーションズが「企業としての社
会への想い」であれば、CSRは「企業が設計する“責任”という社会への約束」であ
り、その組織にいる従業員が果たすべき“義務”である。

私はCSRについて公共責任、公益責任、存在責任の3つに分けてきた。本書もこ
れに従ってワーキング・イノベーションとCSRの関係を述べていくことにする。

（２）ＣＳＲ



①公共責任
公共責任は「企業がしてはならないことはしない」というものであり、「社会に迷惑

をかけない」という責任である。コンプライアンス（ルールを守る）とも表現でき、
CSRの中でもっとも低レベルの責任である。

バブルが崩壊し、企業が荒んでいく中でさまざまなコンプライアンス違反がマスコ
ミを賑わせた。ここでマスコミが「CSRなき経営」という表現をして、CSRという言葉
を経営者以外の一般国民に普及させた。

このマスコミを騒がせた反CSR事件としては雪印事件、保険金未払い、不良品隠
し、談合、賞味期限改ざんといったもので、まさに企業ぐるみでコンプライアンス違
反を犯すというものである。そして経営者はこの企業ぐるみの犯罪によって会社が
なくなっていくのに驚き、CSR、コンプライアンスを社内で働く人へ強く叫ぶ。多くの
企業はCSR宣言をし、自社のWebサイトで行動規範を設定し、CSR推進部門を創り
、CSR教育をして･･･と手を打っていく。しかしその後もオリンパスの粉飾決算、建
物の偽装構造計算、談合摘発後のさらなる談合、偽装請負、三菱自動車の燃費
不正、東芝の不正会計、電通の違法残業、神戸製鋼の品質データ改ざん･･･と後
を絶たない。これらの企業はWebサイト上ではCSR経営を標榜している。そして何
とそれを書いた責任者である組織トップやトップに近い役職上位リーダーたちの手
でこの犯罪がなされている。



この犯罪者たちに共通している像がある。それは利益などの結果を強く求める人
であり、部下をぐいぐい引っぱる（部下が「そんなことやるのはおかしい」と思っても
、自らの思いどおりに働かせてしまう）強烈なリーダーシップを持つ人である。そし
てコンプライアンス違反という禁断の果実を食べ、食べていないまわりの人、ライ
バルに勝ち、その快感を覚え、罪の意識が麻痺していく。

組織としては、彼らを反面教師として学び、手を打っていくことである。ワーキン
グ・イノベーションでは次の4つの手を打っていく。
（ⅰ）人事

1つはこういう人を早くリーダーから排除していくことである。先ほどの犯罪を外か
ら見て思うことは、どうしてこんな人をこんなに出世させてしまったのだろうというこ
とである。こんな人が課長→部長→取締役、そしてついにはトップへと歩んでいけ
ば、組織のメンバーがこれを悪い意味で学習してしまう。「こうやって働いていけば
給与がアップし、上司として部下に命令できる」と思い、その行動をまねしてしまう
。

ある会社で組織のトップからの依頼でこのCSRについてのセミナーをやった時、
受講者の受講後のアンケートにこう書いてあった。「トップのCSRの考え方はよくわ
かった。そして感動、合意し、そうやって仕事をしていきたいし、そういう人だとまわ
りにも思われたいと感じた。しかし現場に帰ってみると、私の上司は毎日毎日『目
標達成のために何をすべきかを考えろ』『結果を出せ』と言い続けている。この上
司はこのセミナーを受けていないのでしょうか」



この上司はこの人と同じセミナーを受けている。しかしトップのCSRの考え方に合
意しなかったのであろう。組織としてトップがもし本気でCSR経営をやりたいのなら
、それに合意していないリーダーはすぐにクビ（会社をクビではなく、リーダーをク
ビ）にして、CSR経営に合意している人のリードの下で皆が仕事をできるようしてあ
げるべきである。トップの考えるCSRに合意している人が合意していない上司の下
で働けばストレスをためるだけでなく、「会社への不信」（言っていることとやってい
ることが違う）を持ち、組織から去ってしまう。

組織として利益などの結果を出すことも大事である。しかしもっと大事なことがあ
る。それはミッション、バリューである。利益が働く目的なら社会に堂々とそう宣言
すればよいのに、そうしている企業などほとんどない。



（ⅱ）インテグリティ
2つ目はインテグリティである。組織メンバーにインテグリティを強く求め、そしてイ

ンテグリティを高めて仕事をやっていることを評価することである。
組織には自然に生まれた美意識がある。私がある企業で新任管理職向けにセミ

ナーを勤務時間内にやっていた時である。セミナーでは「セミナー中は自らのパソ
コンやスマホは使わない」というルールになっていた。そして私の目の前でパソコ
ンを開いている受講者がいた。私が思ったことは「こんな姿をまわりに見られて恥
ずかしくないのか」であり、「組織はどうしてこんな人を管理職に選んだのだろうか」
である。セミナー中でもパソコンで仕事をやっている人は、きっとやっていない人よ
りは結果を出す確率は高いのだろう。この人が現場に戻ったら先ほどの「結果を
出せ」しか言わない上司になっていくのだろう。そして私はあまりにもその人の行
動が美しくないので「パソコンは禁止でしょ」と言ったら、あわててそれを閉じて苦笑
いしていた。おそらく私を含めてまわりの人は「注意しない」と思っていたのだろう。
また同様のルールの別のセミナーでは、「見つからないように隠れてスマホを使っ
ている人」がいた。この人は「見つからない」と思っていたのだろう。私はこういう人
が会社で出世していくと東芝のようになってしまうのだろうと思った。

公共責任については経営として打つ手がある。ルール違反をすればリーダーを
クビにし、インテグリティの低い人はリーダーにしないことである。

ある会社でこんなことがあった。



「電車の中で品のない話し方で大きな声を出してうるさい人がいた。手に持って
いる袋を見たらおたくの会社の人だった。社会の迷惑だから気を付けてくれ」という
クレームが広報室にメールが入った。そこの会社は社会からのクレームはすべて
社長へ届くルールになっていた。このメールを見て、社長は広報室長を呼び出し、
「すぐこの人の所へ行って謝罪し、何日の何時くらいに電車に乗ったかを聞いて、
このうるさいやつが誰かを調べろ」と言った。そしてすぐに特定された。何とその地
域の支店長だった。社長はすぐに支店長を呼び出し「支店長はクビだ。わが社のリ
ーダーとして恥ずかしい」と言った。この会社は2つの会社が合併したばかりであり
、この支店長は社長とは違う会社出身の人間だった。社長は「この支店長はCSR
の意味もわからないのか。この会社はこれまでどういう人事評価をしていたのか」
と嘆いた。そしてこの会社の管理職昇格基準にこのインテグリティ（「人間力」と表
現された）が入り、ゆっくりとこの会社は変わっていった。



（ⅲ）仕組
3つ目はルール違反を発見し、罰する仕組を作ることである。
組織の中にある「ルール違反なんて見つからない」「見つかっても大丈夫」という

ムードを断ち切ることである。
ルール違反を見つけるには、その人のまわりで「きっとそれを言わないだろうとい

う人」から情報を得るのがよい。上司のルール違反なら部下が知っていることが多
い。またその上司をサポートしている人（事務スタッフ、派遣社員など）がいるなら
この人に聞いてみる。取引先へのルール違反なら取引先へ聞くのがよい。社内の
どこかにいそうなら、社内Webサイト上に無記名の目安箱のようなものを作ればよ
い。社外にいそうなら、誰かが行って聞けばよい。ルール違反の発見について「や
れることはすべてやる」ことである。そしてルール違反に対するペナルティを厳罰と
し、発見したらルール通り厳罰に処することである。

ある会社のセミナーで受講者（非管理職）に対して無記名で4択のアンケートを採
ったことがある。その1つに「サービス残業」があった。結果は以下のとおりであっ
た。



Aは明らかに上司の違法行為であり、部下は「残業代を不当にもらえていない」と
いう金銭的被害とともに、残業の上限枠を超えていたことが予想され、三六協定違
反の可能性も高い。さらにはこの会社は上場企業なので、その報告している利益
は粉飾（この人件費を計上していない）となってしまう。これが23人中3人もの該当
者がいたとは驚きとしか言いようがない。

B、Cは組織としての犯罪であり、上司のマネジメントミスであり、特に実態が三六
協定違反なら組織としての罪は大きい。まさに23ページの“かとく”が捜査して立件
し、送検したものと同じである。

サービス残業は放っておけば起きる可能性は高い犯罪であり（何とDはゼロだっ
た）、すぐに見つけ、これを罰しないとその根は絶えない。何の手も打たずに組織
で残業規制（○○時間以上は認めない）をやれば、むしろサービス残業という犯罪
の可能性を高めるだけである。



（ⅳ）ルール
4つ目はコンプライアンスのルールについてである。
いくら何でも先ほどのサービス産業を違反行為であることを知らないということは

ないと思うが、どれだけ大きな罪かをわかっていない。単なる会社のルール違反で
犯罪だとは思っていない。そしてこれが組織の抱える大きな課題であることを知ら
ない可能性は高い。残業削減を「人件費を削減して利益をアップさせる手」だと思
っている人さえいる。

だからまずはそのルール、特に社会的強制力があるもの（法）については知らし
める必要がある。特に今一番危ない（犯しやすい）労働法については早急に知らし
める必要がある。

さらには法を越えて、社内ルールのバーを高めにしておく必要がある。これによ
って仮に過失（うっかりミス）などによりルール違反があっても違法とはならないよう
にしておくことである。こうしておけば法の規制が厳しくなっても、組織がすぐに対
応できるようにもなる。

法律上の残業上限は週45時間であっても、社内ルールを30時間に設定して、仮
に30時間を超えるものが出ても「違法」とはならないようにしておく。そして法の上
限が30時間となっても組織としてすぐに対応していける。



しかし法律のルール（45時間）を知ることで、そのラインまではルール違反（30時
間を超えても）とならないと思ってしまうリスクがある。これについては社内ルール
違反も罰に処すことである。

就業規則、服務規定というルールをはっきりさせ、どういうケースがルール違反
になるかを明記し、ルール違反者には戒告、始末書、減給（労働法にはこのペナ
ルティに限度を設けている。ということはこれを想定している）、謹慎、降格、解雇と
いった罰をどんな場合に課すかをはっきりさせることである。

そしてこのルール（罰を含めて）を従業員に徹底していくのがワーキング・イノベ
ーションである。法規制が実態とややかけ離れている労働法は、この法律の取締
対象である管理職に対して説明するだけでなく、その理解度をテストなどによりチ
ェックしておく必要がある。



②公益責任
2つ目のCSRは「企業は社会利益へ貢献する責任がある」という公益責任である

。ワーキング・イノベーションから考えるとこれには2つの側面がある。
（ⅰ）従業員から見る

1つは従業員と社会の関係である。組織としては「従業員は社会のために働きた
いと思っている」という仮説を持つことである。

私の前の本でも紹介したが、ノーベル平和賞受賞者のムハマド・ユヌスは自らの
著書で次のように書いている。

「現代の資本主義理論は人間の本質を誤解している。ビジネスを遂行する人間
は利益を最大化することが唯一の目的だと考えている。人間はカネ儲けのロボット
ではない。人間の幸福はカネ儲けだけではなく、様々な要素がある。人間は利己
的な面（自分の幸福だけを願う）だけでなく、利他的な面（他人の幸福を願う）を併
せ持っている」

ある会社で顧客からの注文が増え、現場は残業の嵐となり、体を壊す者、退職し
ていく若者が増加していった。人事部でやめていく人に退職理由を尋ねた所、無論
長時間労働もあったが、「自分のやっている事が社会に役立っていると思えない。
もっと社会に役立つ仕事をしたい」「お客様にありがとうと言われる仕事をしたい」「
自らの友人や家族に自分がやっている仕事がどんなに素晴らしいか、どんなに社
会貢献しているかを言いたい」という意見が多く出た。そしてこの退職した若者のう
ち、長時間労働で有名な教師、介護士、さらにはNPOへと就職していく人も多かっ
た。



組織はそこで「働く人」が「社会に貢献したい」という想いを持っていることを前提
にワーキング・イノベーションの理念（人には説明できない考え方）を設計していく
べきである。

パブリック・リレーションズを経営が真面目に考えれば、必ずこの結論にたどりつ
く。だから前に紹介した多くの会社の企業理念にそれが入っている、というよりもこ
れを結言としている。日立の「技術で社会に貢献する」であり、アズビルのグルー
プ理念の結言「地球環境に貢献します」であり、高砂の社是の「人の和と創意で社
会に貢献」、コカ・コーラウエストの企業理念の「･･･持続可能な社会の発展に貢献
します」である。このように多くの企業はミッションという理念にこの“社会貢献”を
入れ、ユヌスの言う企業としての「利他的な面」を結論としている。すなわち「我々
は社会に貢献するために働きます」という社会への宣言である。

働く側から見れば、自分の上司が仮に合意していなくても、少なくとも組織、そし
てトップは「皆で社会のために働こう。これが私たちの働く目的だ」と思っていると
信じることである。



この公益責任を考えた組織トップが、若い人たちへの訓示時に使うドラッカーの
有名な寓話がある。私はこれを何人もの社長が講話に使っているのを聞いた。

「3人の石切工がいたので『あなたは何をしているのですか』と聞いた。1人目の
石切工は『私は石を切ってカネを得ている。生活のために働いているんだ』（＝利
益のため）。2人目は『国で№1の石切工になるために一生懸命働いているんだ』（
＝ライバルに勝つため）。3人目は『石を切ってこの石で社会の人が集う教会を作
っているんだ。だから私は社会のために働いているんだ』」

この話で社長たちは現場で働く若者たちに次のような想いを訴えている。

「『自分たちが何のために働いているのか』を考えてほしい、そして『社会のため
に働いている』と感じてほしい。今あなたがやっている仕事、我社のやっている事
は社会に役立っていると感じてほしい。同じ石を切って働いていても、その目的意
識で全く違う仕事になる。我社は社会貢献が目的である」

働く側から見たワーキング・イノベーションは「自分の仕事が社会に役立っている
」というプライドを持ち、その喜び（ハッピーと表現することが多い）を感じることであ
る。自分の仕事をハッピーと感じることができれば、その人にインテグリティが生ま
れ、インテグリティを持った人が集まった組織はシナジーが生まれ、さらに強いイン
テグリティを持った企業となる。



（ⅱ）組織から見る
公益責任の2つ目は組織から見た側面である。企業利益と社会利益の関係であ

る。企業利益の一定比率は税という形で社会利益となる。しかしそれだけでよいか
である。社会利益は税金だけではない。企業利益を目指すことで社会利益を損ね
ることだってある。

2020年東京オリンピック需要の中で建設ラッシュとなり、ゼネコン＊は史上最高益
となっている。これは受注が増えていることだけではなく、利益率が急激に上昇し
ていることも大きな要因である。国立競技場の建設費は見積るたびに増え、2倍、3
倍となっていった。そしてその設計のスペックダウンを余儀なくされた。オリンピック
需要で建設業の企業利益は増大しているが、オリンピックをやる社会の利益は上
がったのだろうか。スーパーゼネコン＊の清水建設の経営理念の第一は「地域社
会への貢献」、コーポレートメッセージは「子供たちに誇れるしごとを」である。竹中
工務店の経営理念は「最良の作品を世に遺し、社会に貢献する」、鹿島建設の経
営理念の結言は「･･･社会に貢献する」である。こんなことをやってゼネコンで働く
人は「東京オリンピックという社会事業に貢献している」と感じているのだろうか。

ポーターの言い出したCSV（Creating Shared Value）が一時注目を集めた。これ
は「共有価値（共通価値）の創造」と訳されるが「企業が事業活動によって生む社
会価値と、利益から生まれる企業価値の2つは両立する」という意味である。



ポーターという競争の大家が言ったのだが、そのベクトルは「社会価値（社会利
益）を考えることが社会における自社の競争優位性を高め、結果として企業利益
を高める」ということである。つまり企業利益の向上が目的であり、社会利益向上
はその手段である。これではマーケティングであり、公益責任というCSRではない。
そして日本にCSVは導入されて、その意味を次のように変えている。これは本書で
いう公益責任そのものである。

日本的CSV（＝公益責任）のテーマは社会利益と企業利益がトレードオフの時、
どうするかというものであり、突き詰めると「社会利益と企業利益のどちらを優先す
るか」ということになる。

こう考えればわかると思う。公益責任（日本的CSV）とはすなわち「社会利益を優
先させる」ということである。ポジティブに言えば「社会の利益を上げる」というフレ
ームワークの中で、企業利益を上げるということであり、ネガティブに言えば「社会
利益を下げる行動」は、仮に企業利益を上げることがあってもとらないという誓い
である。

PARTⅠで述べた国という社会が目指している働き方改革についてもそうである
。長時間労働は「国に上限を週45時間にしろ」と言われて、それを守るのは公共責
任である。一方、公益責任とは社会利益である「長時間労働撲滅」に向けて、残業
をできるだけ減らしていくことである。

そして究極のゴールは社会の目指した「法定労働時間」である週40時間を守り「
残業0」とすることである。仮にそれが受注を減らし（仕事がとれなくなって）、企業
利益を落とすとしてもそのベクトルに向かうことである。



社会が「ワーク・ライフ・バランスを保ち、育児をしながら働ける環境を作って欲し
い」と願っているなら、法をも越えてそれに取り組んでいく。企業内に託児所をコス
トをかけて（企業利益を捨てて）作り、育児をしない人も皆で協力して働き、もっと言
えばその育児をしている人の生活費をも給与で払うことを認め、自分たちが「社会
として子供を育てていく」という社会理念に貢献して働くことで、「社会のために働
いている」というプライドを持つ。
障害者雇用でも、法定雇用率について「雇わずにペナルティをカネで払った方が、
雇うよりかえってコストが安い」などと考えず、社会のために障害者と一緒に働く道
を選び、そのための仕事を創っていく。
採用活動において、以前は就職協定というものがあった。企業側と大学側で自主
的に結んでいた協定であり、社会のために（学生に学校できちんと勉強をしてもら
うために）「ルールを決めて採用・就職活動をやろう」というものである。そして学生
より優位に立つ企業側がこれを守らず1996年に消えた。自分たちが約束したルー
ルなのに「皆が守らないから自分も守らないと損」という企業論理によってほとんど
意味のない協定になったからである。

しかし社会にとって「節度ある採用活動が学校で学ぶ学生のためであること」か
ら国がこれを要求し、経団連は倫理憲章（まさにインテグリティである）という採用
活動のルールを設定し、これに合意する企業が「趣旨実現をめざす」という共同宣
言を出し、社会の賛同を得た。



しかし宣言をしていない企業だけでなく、宣言をしている企業自らがこのルール
を破り（というよりもルールの網の目をくぐって）我先にと学生集めに必死になる。
マスコミは「9割の企業が守っていない」（本当がどうかは定かではない）として学生
たちの不安を煽る。不安となった学生は学校での勉強どころではなく、我先にとリ
クルートスーツを着て企業回りを始める。
しかし「9割が守っていない」ということは、こんな状態でも「守っている企業が1割あ
る」ということであろう。守っていない企業の採用担当は「××さんは超有名企業で
黙っていても学生が集まるから、倫理憲章は守れるんでしょう。うちのように学生
に人気のない所はそんなことを言ってられない」とうそぶく。
そのルールを知っている学生がルール違反している企業をどう思うのだろうか。そ
れを知っていて応募する学生を、企業はどう考えたらよいのだろうか。そしてその
ルールを破った企業で、今働いている人はこれをどう思っているのだろうか。社会
の「企業への期待」をどう考えているのだろうか。そして本当にそんな評価を社会
からされることを社長は認めているだろうか。
（諸般の事情により少し歯切れが悪いが、この辺で勘弁してほしい）
組織が公益責任を守ることも従業員という働く側から見ると、インテグリティという
プライドである。従業員が働くプライドを守り、社会に胸を張って「私は××会社の
社員だ」と言える会社を目指すことが、ワーキング・イノベーションの究極の目標で
ある。

＊ ゼネコンとはゼネラルコントクターの略。さまざまな工事を一括して受注する建設業者。このうち売上高1兆円超えの巨大ゼネコンをス
ーパーゼネコンという。



③存在責任
存在責任とは「企業が社会に存在し続ける責任がある」というものである。これを

支えるものがミッションとバリューである。すなわち企業は社会の中で“ある機能”
を分担し、価値を提供している。社会からみればその「存在」を前提として成り立っ
ている。その企業が自らのミスや企業側の都合でなくなっては困るというものであ
る。ゴーイングコンサーン（going concern）という言葉があるが、これを「企業継続
の前提」と考える。

では企業が存在責任を果たせなくなる時はどんな時だろうか。会社が従業員の
ものだと考えると、この従業員の意思で突然会社を消えさせることは考えられない
。そうなると2つの要因しかない。1つは倒産である。企業が債務をなしえなくなるこ
とは当然ありうる。これを債務不履行状態＝デフォルトといい、カネに関するデフォ
ルトを俗に倒産という。倒産になると会社は2つの道に分かれる。1つは破産であり
、死、つまり存在しなくなる。もう1つは再生である。これは債務の相手先、つまり債
権者が少し待ってくれるか、許してくれさえすれば生き延びる。つまり存在責任を
果たす。これを法的にやるのが民事再生法であり、会社更生法である。

もう1つの会社が存在しなくなるパターンは解散である。15ページで述べたように
株主の最後の権利である。株主が2／3以上合意すれば会社を解散し、清算（残っ
た財産を分け合う）することができる。



この2つの状態に陥らずに存在責任を全うすることを考えてみよう。
まずは倒産に陥らないようにすることである。利益を出すこと、つまりカネを増やし
ていくことである。そしてその増やしたカネで借金の元本、利子を払うことである。
では仮に倒産に陥ったらどうすればよいか。破産ではなく再生に持って行けばよい
。つまり今はカネがなくてもこれから先「カネを増やす」という期待感を債権者に持
ってもらうことである。

もう1つの解散についてはどう考えるかである。株主はどういう状態の時に解散イ
ンセンティブが働くかというと、「もう利益が増えない」（利益が株主の儲けである）
と思った時である。つまり「未来に向かって利益が出ること」を示せばよい。利益が
出ていても解散して清算してほしいと思う株主がいるかかもしれないと思ったら、こ
れに対しては拒否権の1／3を何とか持ち合いなどで抑えるしかない。ただこれか
ら先も利益が出るのに解散などすると、それ以外の株主にとって極めて不都合な
ので、このような株集め（買収）には会社側の対抗策が認められている。

しかし1／3をおさえても多くの場合他社が持つこととなり（自社株を持っていても
自社株には議決権がない）、その会社にも株主がいる。そのためこの会社が利益
が出ないことがはっきりしてしまった時には、株主の会社も（自らの株主のため）に
解散（またはM&A）に賛成するかもしれない。



こう考えていくと存在責任を果たす基本は、実際に利益を出し、これから先も利益
を出していくことを訴えていくしかない。だから今、多くの上場会社が目標としてROE
＊5％、将来は10％といったことを株主と約束している。
見方を変えると、これが「企業が利益を目指す」理由である。しかしこれは生きるた
めの手段であって、生きる目的ではない。企業が生きる目的は社会貢献であり、そ
れが公益責任の原点である。

そしてこの公益責任というCSRが企業の存在ピンチを救ってくれる。
どんな企業でも利益を出し続けられるわけではない。不慮のトラブルや戦略ミス

だってある。絶対に利益の出るビジネスなどあり得ない。だから存在責任の最後に
考えるべき点は「利益が出なくても存在し続ける」ということである。これが一時、経
営のキーワードとなったBCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）である。ど
んな会社でも偶発的なピンチに陥ることがある。創業以来利益を出し続けてきた東
京電力は、地震による原発事故でその賠償額が支払い能力を超えてしまった。デ
フォルトである。しかもその事故による損害が「地震という天災だけが要因とはいえ
ない」と社会から指摘を受けた。しかし「東京電力をつぶせ」という声はどこからも出
なかった。それは東京電力のミッション（エネルギーサービス）、バリュー（発電）は
社会にとってかけがえのないものであり、なくなっては困る存在だからである。



日立は2000年代に入って、半導体事業などの投資ミスでデフォルト状態に陥った
。しかし「日立をつぶせ」という意見は出ず、むしろ政府は産業再生機構を使ってで
も何とか社会に残すと考えた。すなわち日立がその技術で社会に貢献していること
を認めたことであり、半導体事業も生き残れるように道を作ってくれた。
10年の時を経て永遠のライバルと言われた東芝もピンチになった。しかもそれが不
正会計という、あってはならないものであった。しかしこのインチキをやった事業は
なくしても、「社会インフラを作る」という事業は何とか残すように社会がヘルプして
いる。

存在責任を支えるものは社会へ貢献するバリューの大きさである。最後は「利益
を出す力」ではなく、企業利益よりも社会利益への貢献度である。そしてその社会
貢献というバリューを支えるものは、そこで働く人の能力である。東京電力を社会
が求めているのはブランドや発電所ではなく（それなら売ればよい）、そこで働く人
たちが組織となって生む「電気を作る」という能力である。会社をなくしてこれを社会
へバラバラにしてしまえば「電気を作る」という仕事を実現できない。

存在責任を支えるものはそこで働く人の能力であり、それを社会に認めてもらうこ
とである。そのためにはその能力やそこで生まれた技術、ノウハウ、システムをライ
バルに真似されないように秘密にしていくのではなく、積極的に社会へアピールす
ることである。これがパブリック・リレーションズで述べたPRの「社会へ積極的に情
報を提供する」であり、その提供によってさらなる社会利益を増大させていくことで
ある。



組織からみれば、存在責任を大きくし、社会での存在価値を上げるには、社会貢
献度を上げることであり、そのために働く人の能力を高くし、そのシナジーを高めて
いくことである。働く人の能力を高めるのは、業績を上げるためではなく、能力を上
げることで社会貢献を高め、かつその社会貢献を高めたことを働く人が実感し、プ
ライドを持ち、社会から「立派な会社＝社会に役立つ会社」というインテグリティの
評価を得ることである。極論すれば、会社の目的は利益を上げることではなく、働
く人の能力を上げ、社会に貢献することである。つまり会社の目的は人材育成で
ある。松下幸之助はよくこう話していたという。「松下電器は何をつくるところかと尋
ねられたら、『松下電器は人をつくるところです。あわせて電気器具もつくっていま
す』と答えなさい」
会社は「人を育てる場所」、これがワーキング・イノベーションの理念である。

＊ 66ページ参照



（３）ガバナンス
①ガバナンスの現状

15ページで述べたように株式会社にとって法的にはガバナンス、すなわち経営
者の指名・監査・報酬権は株主が持っている。一般の株式会社では、指名につい
ては株主総会の多数決で取締役（上場企業は社外取締役を入れるようにガバナ
ンスコードで規制されている）を決定する。その取締役への監査は1年に1回の株
主総会で行う。この監査の（特にカネの面）正当性を確保するため公認会計士に
よる事前監査を求めている。そして日常のモニタリング機能については取締役会
に監査役を出席させて（大企業では監査役会を作って過半数を社外取締役とし、
監査役の代表は取締役会に出席してモニタリングする）を設定する。報酬につい
ては株主総会で決定する。このガバナンススタイルを監査役設置会社といい、こ
の他特殊な会社として、前述のように次の2つのスタイルを設計している。１つが指
名委員会等設置会社（略して委員会設置会社）である。取締役会が執行役という
経営者のガバナンスを持ち、社外取締役の過半数で指名委員会、報酬委員会、
監査委員会（これは執行役は不可、執行役を監査するので当然）という形でガバ
ナンス機関を持つ。もう1つが監査委員会等設置会社で常時モニタリング機関とし
ての監査等委員会（社外取締役が過半数）を取締役会に入れる。

上場企業（非上場企業はほとんどすべて監査役設置会社）は株式会社であり、
上の3つのパターンから選択することになっている。この選択はその企業サイズと
相関がある。ごく少数の超大企業は委員会設置会社、その次のそれなりの大企業
は監査委員会等設置会社、残りのマジョリティは監査役設置会社である。

（３
）ガ
バナ
ンス



ここまでが法のルールであるが、実態は一部の外資系企業を除けば、ほとんど
が従業員ガバナンスである。つまり従業員が経営者となっている。各会社によって
違うだろうが（すべての会社を私が知っているわけではない）、何らかの形（「今の
トップがトップの№2を指名し、№2がトップと一緒にやった後、次のトップになる」･･･
）で組織のトップが決まり、そのトップが従業員の中から取締役、社内監査役を選
び、組織内の実質的な人事権、さらには社外取締役、公認会計士、社外監査役の
指名権を持つ。ガバナンスは法的には株主総会が持っているので、トップをリーダ
ーとする取締役会が議案という形で株主総会に諮る。よほどのことがない限り（年
に1社か2社がプロキシーファイト＊となるが）この案は通過する。そして多くの上場
企業は委員会設置会社の執行役（経営者）に当たる人を執行役員と呼び、取締役
会で指名している。無論、この取締役の指名権も実質的にはトップにある。そして
取締役会のマジョリティをこの執行役員が占める。執行役員側は仕事をやるので
指揮命令関係、というよりも上下関係が必要となり、会長、社長、副社長、専務、
常務、ヒラという序列が作られる。
役員報酬については報酬規定を決めておいて、自動的に決定するのが一般的で
ある。

＊ プロキシーとは委任状のことで、特定の株主が他の株主から委任状を集めて、議案を可決または否決するように戦うこと。



②ワーキング･イノベーションにおけるガバナンス
ワーキング・イノベーションではこのガバナンススタイルを基本的に踏襲する。
まず指名については「前トップが次のトップを指名する」というジャパニーズスタイ

ルを続行する。
会社は働く場であり、株主がカネを増やす場ではない。したがって働く場のリーダ

ーは働く人が選ぶのがノーマルである。ただこれを民主主義という多数決に頼る
わけにはいかない。それではまさにポピュリズム、人気投票となってしまう。「去っ
ていくトップ」という次の組織に利害関係のない人が、未来の組織のために組織愛
を持って、従業員が「この人がトップなら付いて行こう」と思う人を選ぶ。そしてその
トップの選定条件を前述のバリュー、インテグリティに求めたい。技術の日立なら「
技術者のトップ」としてふさわしい人（日立は代々東京大学大出のトップエンジニア
を選んできた）、「みんなのあしたにハッピーを」のコカ･コーラウエストならハッピー
そうな人、「技術、知見、世界、挑戦、創造、完遂、尊重、誠実」の日揮ならそれに
合った人を選び、この人こそ日立マン、コカ・コーラマン、日揮マンと感じるシンボリ
ックな存在とすることである。



しかしそれでは今のトップがやめない限り永遠の政権が続くことになってしまう。
これについてはその期間（法的には次の株主総会までの1年であるが）を前トップ
が内規という形で決めておくしかない。そして前トップの引継期間を2～3年と決めて
おく。例えば「前トップが会長となり2年間で引き継ぐ」「副社長を№2として指名し、2
～3年間で引継ぐ」といったものである。日立はアクシデントの時を除き創業者以外
のサラリーマン社長は任期を10年とし、前任社長は2年間会長として引継ぐという
内規を持っている。（と思う。結果がきれいにそうなっているのでそうだと思う）

そしてこの“期間”を「働く仲間の従業員」にも知らしめるべく、この期間で経営計
画を作る。10年の任期なら新トップは10年間の長期経営計画（長計）を作り、前トッ
プ（会長など）の了承を得て実質的なトップとなる。期間が6年なら3年の中期計画（
中計）を2本やる。1本目の中計は引継ぎで次の中計が自身、そしてその次の中計
は次トップのへの引継ぎという形である。現在実質的にこのスタイルを遂行してい
る会社も少なくない。

長計、中計の本質的な意味は、従業員に対するメッセージであり、自らがトップと
してどのように組織をリードしていくか、というよりもどうやって従業員同士が協働し
ていくかというものである。つまり働き方のビジョンであり、本書のワーキング・イノ
ベーションの計画そのものである。

この長計、中計は株主、投資家（社会）との“約束”ともなる。この“約束”は従業員
としての働き方ではなく、数字である。各年度の利益、キャッシュフロー＊という期間
業績であり、ROEという累積業績である。



この約束は単年度ではなく、長計、中計期間内のものである。そしてこれはその
計画終了後に「約束が果たされなければトップがクビを出す」というものとなる。た
だまあ、そもそもそれがトップの任期なので（2本中計は中間でチェックが入るが）、
成績に関わらず計画終了後には当然クビを出す。つまりガバナンスをキープする
には、アクシデント（極端な利益ダウン、ミスやトラブルによるデフォルト、違法行為
･･･）を起こさないことが中心となる。

次は監査であるが、これさえも従業員ガバナンスにしてしまうのは問題がある。
これは従業員から切り離すしかない。そうするために、監査担当は監査役会、監
査等委員会、監査委員会のいずれをとるにしても、従業員・経営者出身以外（社
外）とするしかない。ただその監査役会、監査委員会でも業務の説明が必要なの
で、1～2名のメンバーは従業員出身者も必要になる。
しかしその社外の監査メンバーの選定を株主総会へ任すわけにはいかないし、監
査対象となる取締役会、トップが都合の良い人を選ぶわけにもいかない。そうなる
とどこから見ても中立で、もし監査ミスを犯すと社会的ダメージがある人（監査以外
の仕事で社会的価値を持っている人）を選ぶしかない。そして監査の最大のテー
マは上記のアクシデントであり、この予想されるアクシデント＝リスクによって選ん
でいく。例えば金融機関、公認会計士などファイナンスのアカデミックなプロ（デフ
ォルト、利益ダウンリスク）、弁護士（違法リスク）、大学教授（技術的不備などのト
ラブルリスク）、外国人（グローバルリスク）、超大企業のトップおよびその経営者（
経営一般リスク）といった人であろう。



ガバナンスの最後の報酬については報酬規定のようなもので自動的に計算され
るものとする（現在でもこの方式を採っている企業は多い）。ただ従業員の取締役
、執行役員は若年化の傾向にある。そして経営者と考えれば「従業員退職金をも
らって、なる」という形であり、かつ退職金は年功的要素が高いので若くして役員に
なってしまうと、役員にならない人よりも低くなってしまう。しかも普通の従業員は65
歳（そろそろ70歳）までは働いて給与をもらう権利がある。これが保証されていない
役員になればややリスクが大きく、待遇が悪い。そうなると役員退職金であろうが
、辞める時は成績が悪いことも予想され、もらえないこともあるかもしれない（法的
には報酬は株主総会決定事項）。しかも退職金規定を作ってもその目は厳しい。
考えられるのは退職金という後払いをやめてその期で報酬を得ることであろう。し
かし年俸が1億円を超えると名前を社会へ出さなくてはならないが、それを知ること
のできる従業員から「そんなにもらっているのか」と思われてしまう（三菱電機は1
億円以上の報酬がある経営陣が23人いることを堂々と公表したが）。そのため近
年では1円オプション（ストックオプションの行使価格を1円とし、その行使を退職後
とする）、業績達成型オプション（業績達成した時にストップオプションを付与）など
報酬型ストップオプションを出す企業も増えている。

結論は従業員との均衡で、すなわち経営者を従業員の延長線上でその報酬を
設計すべきである。



（４）ワーキング原則
ワーキング・イノベーションでは、会社という組織の中での働き方を変革するわけ

だが、その変革の基本的方向を決める必要がある。これを「ワーキング原則」と定
義する。
ワーキング原則は理念のようなものであり、「こうすれば幸せになれる」というノウ
ハウ、セオリーではない。前述のパブリック・リレーションズ、CSR、ガバナンスのフ
レームワークから導き出されるものであり、本書で述べるワーキング・イノベーショ
ンの前提である。したがってこれに合意できない人は以降の本書を読んでも得る
ものはない。ただこれはかつて私が自著で述べた組織原則、マネジメント原則を統
合したものであり、私が関与したクライアント企業からは合意を得ている。（だから
私はそこで仕事を続けている）。本書を読んでいく前提として確認して欲しい。
①個人原則

16ページの従業員ガバナンスをステークホルダー（会社の利害関係者）が容認
するのであれば、会社を構成するのはそこで働く従業員である。それ以外の要素（
株主、投資家･･･）はすべて外部ステークホルダーである。会社は従業員の集まり
であり、それ以外の実態を持たない。したがって会社は従業員個々の共同所有物
である。会社の持つ財産もそこで生む成果もすべて従業員個々がシェアして持っ
ている。会社は株主のものではなく、経営者のものでもなく、社会のものでもなく、
すべて従業員のものである。

（４）ワーキン
グ原則



会社は個が集まって働く共同の場である。一方、個である従業員には「働く」以外
の時もある。これを「生活」と表現する。会社にとって個である従業員が生活してい
くことも大切である。つまり「働く」と「生活」の調和（共にハッピーにする）を考えるこ
とであり、これがワーク・ライフ・バランスである。したがって個の集まりである会社
にとっての最大のテーマはワーク・ライフ・バランスと言っても過言ではない。これ
はワークを絶対条件として「“生きる”－“ワーク”＝“ライフ”」、つまり仕事の時間以
外で生活するのではなく、ワークとライフのバランスを設計することである（逆に生
活の合間に仕事をする、という生活中心でもなく）。そうなるとワーク、ライフともに
ある程度の制約を受けることになる。

ただこの主導権はどうしてもワーク側が持ってしまう。ライフ側の設計は家族とい
う一体感のある少人数の人たちの合意で決まるが、ワーク側の設計は会社という
多人数であり、かつ異なるライフを持った人たちの合意が必要である。そう考える
とワーク・ライフ・バランスは従業員の集まりである会社という組織側が、その調和
について従業員の合意を得て設計していくしかない。
もちろんここまでの話は「会社が存続している限り」という前提である。会社消滅後
に残った財産はすべて株主のものである。だから会社はゴーイングコンサーンで
ある必要がある。というよりもBCPを常に意識する必要がある。



これは正確には「従業員ガバナンスが存在している限り」と表現できる。従業員
ガバナンスが消え、従業員以外の特定のオーナーがガバナンスを持てば、会社は
すべてそのオーナーのものである。しかしこの時であってもオーナーは会社財産を
法的に手に入れることはできるが、従業員を手に入れることはできない。ここでは
オーナーガバナンスによって従業員は会社（オーナー）と労働契約を結んでいるだ
けであり、いつでも解約つまり退職ができる（オーナー側には解雇権はないに等し
いが）。つまりこのケースでは会社と従業員の間は、法的には明らかに従業員の
方が権利が上である。これを教えてくれたのは（すでに私はいくつかの本で書いた
ので読んだ人も多いと思う）ホリエモンである。

ホリエモンがニッポン放送（フジテレビの株も付いている）にM&Aをかけ、順調に
株を買い占めていった。テレビのワイドショーでも“いいネタ”となり連日報道されて
いた。ニッポン放送の前にワイドショーのレポータが立っていて、従業員にインタビ
ューを取ろうとしていた。ほとんどの人が無視する中で1人だけインタビューに応じ
た。かつての有名なラジオのディスクジョッキーでニッポン放送の経営陣に名を連
ねていた。そしてこう発言した。「堀江さんは一体何が欲しいの？あのラジオ局の
アンテナ？そんなものが欲しいなら買えばよい。でも俺たちはニッポン放送を辞め
る。俺たちは番組を作るプロだ。どこへ行っても食って行ける。堀江さんやそのお
友達で番組を作るがいい」



この発言がこのM&Aの流れを大きく変えた。ホリエモンは「私はニッポン放送の社
長になんてならないし、指名もしない（つまりガバナンスを行使しない）。ただ我々イ
ンターネット側と一緒に仕事ができないかと考えている」と言った。そしてM&Aは失
敗に終わる（というよりもホリエモンが意味のないことを知りあきらめる）

従業員ガバナンスを守るために、従業員には能力向上が求められる。従業員は
会社という組織で「辞められては困る存在」になることが大切である。つまり学習（
自ら能力を向上する）が従業員にとって最大のテーマである。教育（「教える」）では
なく、学習（自ら学ぶ）である。「会社が教育してくれない」なんて泣き言を言うので
はなく、自らの時間を使って自らのカネで学習することである。組織から見ると仕事
と学習の調和を考えていくしかない。それがワーク・ラーニング・バランスである。

会社はこのワーク・ラーニング・バランスを支援していく。1つはワーク中（勤務中）
に学習をサポート（教育）することであり、もう1つは勤務時間外の学習（自己啓発）
を支援することである。それは決して業績向上ではなく、従業員個々人のためであ
る。そしてその学習能力を上げることが従業員ガバナンスを守り、存在責任を全う
することになる。



②平等原則
会社を従業員の集まりと考えれば、会社内の各従業員はすべて平等である。こ

の平等が保たれていない状態を「差別」という。そしてこの「差別」を「差別された人
」が感じ、不快に思えばハラスメントと呼ばれる。
性、年齢など属人情報は無論の事、役職（社長、部長、課長･･･）、職種（事務職、
ライン職、スタッフ職）、部門（本社と支店、営業部と技術部）によらず平等である。
そして今話題となっている正規、非正規といった単なる労働契約スタイル（というよ
りもワーク・ライフ・バランスの違い）によらず平等であり、法で規制されなくても絶
対に差別してはならない。やればパワハラである。
この平等を考えると、「社内と社外の境」が求められる。この境はガバナンスである
。つまり同一ガバナンス内はここでいう同一会社である。法的には親会社、子会社
（親会社が子会社のガバナンスを持っている）であっても同一会社である。したが
って、親会社の経営者も子会社の従業員も平等である。国内会社で働く日本人と
現地法人で働く現地国の人も平等である。
アライアンス（提携）、バリューチェーン（235ページ参照）、ジョイントベンチャー、派
遣契約などによって社外の人と「一緒に働く」時は「働くシーン」では平等である。さ
らには請負などの契約によって実質的に一緒に働く時でも、発注者側の従業員も
受注者側の従業員も平等である。これを発注者側で差別をやれば「下請いじめ」
などと呼ばれ、多くの場合、独禁法、下請法などにより違法行為となる。



ワーキング・イノベーションで目指すべきベクトル、そして社会が強く求めている
ベクトルは、いつの間にかしてしまった差別（差別している方はそれを感じていな
いが）を平等に変えることである。

ワーキング・イノベーションではフェアがキーワードである。フェアには2つの意味
がある。公正さ（公正の反対は不正、つまり違法などの不正をなくす）は無論の事
、公平さ（公平の反対は不公平、不公平をなくす）を作っていくことが最大のテーマ
である。
会社の各従業員は平等であるので、「各個人の情報」を除けば同じでなければな
らない。つまり個人情報を除けば公平＝同一でなくてはならない。経営者だけが知
っている、部課長だけが知っているという情報があってはならない。会社の情報は
そのメンバーには「すべて公開」しなくてはならない。経営者、管理者だけが「秘密
情報を持ってよい」という理論的バックボーンなどない。

上場企業は「株価に関する情報」を社会へディスクローズすることを求められて
いる。ディスクローズは「クローズはしない」という意味であり、「すべてオープンに
する」という意味である。しかし不正競争防止法で営業秘密＊を認め、これを知的
財産として保護している。この秘密は会社が持っているのであって、経営者や管理
職が持っているわけではない。会社とは「従業員の集まり」と定義した。だから全従
業員がこの秘密を共有し、かつこれを適切に管理する（外には秘密にしておく）義
務がある。無論従業員の家族は従業員ではないので、この人には秘密としなくて
はならない。これが金商法でいうインサイダーである。



先ほど述べた個人情報は公平の対象外である。この個人情報に関して会社は
個人情報保護法の規制を受ける。この法で個人情報を「生存する個人を識別でき
る情報」（氏名などによって個人が特定できる情報）」と定義し、これを持っている事
業者（個人情報取扱事業者。給与を払っている限りこれを持っていない会社など
はない）に次の義務を課している。
・利用目的をできる限り特定する。
・あらかじめ本人の同意を得ないでの、利用目的以外の取扱いは不可。
・不正な取得の禁止。取得の際には利用目的を公表または本人に通知する。
・個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努め、安全管理に関し適切な措置
をとる。
・本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。
・事業者の名称、利用目的などを本人の知りえる状態にしておく。
・本人の開示要求、訂正要求、利用停止要求には応じる。

つまり会社が持っている個人情報は会社のもの（共有物）ではなく、すべて個人
のものであり、その個人の了承の下、事業に使うことを強く求めている。

ただしこれには次の適用除外がある。
「業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合は、全部または一部
を本人へ開示しないことができる」
しかしその判断基準は法律では示していない。



そのうえで厚生労働省の指針（役所としてはこう考える）で、非開示とできるもの
の例として「人事評価、選考に関する個々人の情報」としている。そして評価基準、
つまり人事評価のルールに付いては個人情報ではないから公開するように求めて
いる。

まあ人事評価基準は被評価者（評価される人）に隠す根拠がないので当然では
あるが、なぜ個人の人事評価情報だけをあえて当事者に開示しなくてよいと考え
たのだろうか。その根拠が「業務に支障」なのだろうか。どういう支障なのだろうか
。考えられるのは人事評価情報を被評価者に公表すると、上司と部下の人間関係
が悪くなるということであろう。
しかし人間関係が悪くなるような人事評価をやるのは上司の方に問題があり、こ
の情報を上司だけが持つのはどこから見ても不公平である。厚労省は労働法と同
じシーン、つまり「使用者と労働者」という資本主義的なスタンスで見ているのだろ
うが、従業員ガバナンスの会社ではどうだろうか。

もし本書のこれまで書いてきたことに合意するのであれば、人事評価情報につい
て結果は無論の事、そのプロセスもすべてその本人に公開することである（厚労
省も開示してはならないといっているのではなく、場合によっては開示しなくても違
法ではないと言っているだけである）。そして多くの会社は人事評価者に被評価者
とのフィードバック面談を求めている。つまり「評価プロセス、評価結果を説明しな
さい」と言っている。要するに厚労省のガイドラインの非開示ではなく「開示」という
結論を出している。



ある企業で（というよりも、多くの企業で）人事評価のプロセス、結果に関し、フィ
ードバック面談が義務づけられているのに、これをやっていない管理職がいた。そ
こで私がやっているセミナーで受講者（被評価者）に人事評価に関するグループデ
ィスカッションをやってみた。そこでは「人事評価結果に説明がないので納得がい
かない」という声が数多く出ていた。私が受講者に話したことは「ルールはどうなっ
ているの？」であり（「評価プロセスをフィードバックしなくてはならない」というルー
ルを知らない受講者も多くいた）、「会社ルールで決まっていることをやらないので
あれば、ペナルティの対象でしょう。しかもその情報サービスを受けられるはずの
部下に被害（精神的ストレス）をもたらしている。こんな人に少なくとも人事評価と
いう仕事をやる資格はない。そんな管理職は即クビだ」と発言した。
しかし多くの企業で経営者の反応は鈍い。それは自分たちが1次評価者（課長など
。381ページ参照）の時、隠していたからである。しかし時代は違って、ルール（評
価はフィードバックする）も違う。



この“秘密”という「説明なき人事評価」がパワハラを生んでいることは事実であり
、私はこれが組織の末端にある「現場」を崩壊させる大きな要因の1つだと思う。
「俺に逆らうと人事評価を落として給与を下げるぞ」
人事評価のルールは個人の感情などはさむ余地がないように作っているはずな
のに、上司の気分次第で結果を変えられると思っている（思わせている）。そうなる
といくら何でもプロセスをオープンにはできず、これを隠すことで部下との人間関係
を最悪なものとしている。先ほどの「開示」によって上司と部下の人間関係が難しく
なるというのは上司からしか見ていないのであって、部下から見れば「開示しない
こと」が人間関係を最悪にしている。
しかし労働者側に立っているはずの厚労省が、なんでこんな裁判所の判例にもよ
らず、法解釈を勝手にするのか甚だ疑問である。この判断をお墨付きとして隠して
いる企業（上場大企業では少ないと思うが）を生み、かつ「秘密」というムードを作
っていると思う。
人事評価情報についてはすべて本人に公開する（もちろん他人には非公開）。こ
れしかない。そして人間関係が悪くなるような評価はしない。以降この具体的な事
項はPARTⅡで述べる。



③システム化原則
システムを「複数の要素からなり、共通のベクトルに従う複合体」と定義する。シ

ステム化とはカオス（システムではない状態。共通のベクトルがないか、あってもそ
れに従っていない）をシステムにすることである。会社でいえば「複数の要素」にあ
たるものが従業員である。そして会社という組織が持つ共通のベクトルを戦略ベク
トルという。このベクトルによって社内の仕事は3つのタイプに分かれる。「戦略ベク
トルを作る」「戦略ベクトルに従わせる」「戦略ベクトルに従う」これをそれぞれ経営
（担う人は経営者）、マネジメント（マネジャー）、プレイ（プレイヤー。「現場」「第一
線」といった表現と同意）と表現する。

戦略ベクトルの作成、遵守ということから次のような階層構造に表現される。

経営

マネジメント

プレイ



経営が戦略ベクトルを作るには会社外部との調整が必要である。つまり経営は
パブリック・リレーションズを担う。またその戦略ベクトルはカネは無論の事、その
仕事を遂行していくヒトも必要である。この調達・配分を行うのは戦略ベクトルを立
案した経営者自身でやるしかない。この仕事を「資源の調達・配分」と表現する。さ
らには戦略ベクトルを守っているか、守らせているかをチェックする必要がある。こ
れをコントロールと表現する。したがって経営の仕事はパブリック・リレーションズ
→戦略ベクトルの策定→資源の調達・配分→コントロールの4つである。

一方、プレイ（プレイヤーの仕事）は、この戦略ベクトル、ヒトという資源の配分に
よって決めた職務記述書（各人がどんな仕事を担うかの大枠）および上司からの
指揮命令によって決まる。

ではマネジメントの仕事内容は？「戦略ベクトルを守らせる」ために指揮命令を
出すだけでは「司法」のようになってしまう（監査という表現がぴったりかもしれない
が、マネジメント＝監査ではない）。ここでは“マネジメント総務部論”がその原則で
ある。つまり経営の仕事（上の4つ）ではなく、プレイヤーの仕事でもないものがあ
れば、すべてマネジメントの対象業務ということである。



④秩序原則
会社という組織においては、戦略ベクトルを原点として、これに則ってさまざまな

ベクトル、ルールが決定される。各種の方針、計画などもこの一例である。しかし
ベクトル、ルールが同じでもその解釈が異なることはある。これを意見という。

組織において2人のメンバーの意見が異なった場合、どうやってこれを調整する
かを決めておかなければならない。「話し合って互いが合意する」（いわゆる会議、
打合せ）も考えられるが、それでも合意しない（意見が一致しない）場合はどうする
かである。
意見においては「正しいかどうか」という判断は難しい。というよりもそれを誰がどう
やってやるかである。この時、民主主義なら多数決だが、会社という組織でそんな
ことはできない。となると組織では2人の意見が分かれたら、予め「どちらの意見を
優先させるか」ということを決めておくしかない。これを組織における“秩序”という。
この「意見を優先させること」が法的には「指揮命令」となる。つまり相手はその意
見に従うということである。この2人の関係において意見が優先する権利を持って
いる方を「上司」、意見に従う義務を持っている方を「部下」と呼ぶ。
この優先関係は組織内にあるすべての「2人の関係」に適用されるので、この意見
優先秩序をとる組織はワンマン・ワンボス（部下には1人しか上司がいない）となる
。



ただし上司が優先されるのはその意見がルール、ベクトルに則っている時であり
、それ以外は適用されない。したがって部下の「上司の意見がルール違反（先ほど
のフィードバック面談を行わない）やベクトルからはずれている時（「社会貢献する」
と決めたのに「社会に迷惑をかける」）などは、その事を経営に反論できることが必
要である。特にサービス残業などの労働法違反を始めとする違法行為については
目安箱のようなものが必要である。そしてこの通報者は組織が守る（通報者に不
利益を与えない）。社会でも違法行為などは通報してもらうべく、公益通報者保護
法でその通報者を守っている。この仕組を考えるのは経営の仕事であり、これが
先ほどのコントロールである。

これ以外の一般的なルール違反、ベクトルに沿っていない意見については、そ
の上司の上司への相談（上司を入れないで）できる方法を決めておく必要がある（
定期的な面談、メールでの相談など）。その上で、上司の上司はこれを適切に処
理する（その部下の直属の上司と話す、など）義務を負う。



最近ではこの上司、上司の上司といった人が信じられなくなり、最後の上司であ
る組織のトップがプレイヤーと「直接話す」という方法を採ることも増えている。主に
労働法上の違反行為（サービス残業、パワハラ･･･）と、戦略ベクトルの浸透（マネ
ジャーが戦略ベクトルと異なる指揮命令をしていないか）についてがテーマである
。

ではこの秩序を誰が決めるかであるが、それは「資源の調達・配分」を任務とす
る経営者である。そして経営者たちも組織の一員なので上下関係が存在する。し
たがって最終的に決めるのは組織のトップである。ただ後で述べるようにこれが権
限委譲されていく。

組織メンバーが平等である会社という組織では、どういう基準でこの上下関係を
決めるかというベクトルが必要となる。さらにはどうしてそういう上下関係になるの
かを組織メンバーに説明する義務が経営者側に求められる。つまり秩序について
も組織戦略ベクトルが必要となる。この秩序戦略ベクトルは日本企業ではこれまで
変化してきた。

当初日本企業では「年功序列」という秩序が中心であった。つまりそのベースを
年功（年による功労という意味）という勤務年数にするものである。大学の体育会
でいえば学年であり、「4年神様、3年貴族、2年平民、1年奴隷」に近いものである。

勤続年数は部下が抜くことはできない絶対的な安定した上下関係であり、これに
よって日本企業は極めて秩序だった組織となった。それは誰しもが勤続年数を上
げることが可能であり、誰しもが上司になれるからである。



私はこれをマネジメント1.0と呼んだ。私が入社した会社も入社年次（同期、先輩・
後輩）がベースであり、入社した時に「上司といえば親も同然」と言われた。そして
一言付け加えられた。「上司は君のことを想っている。君もいずれ上司になればわ
かる」

しかしバブル崩壊によって採用が減り、「いずれ上司になるから」という言葉が組
織として言えなくなった。ということは上司になれない人は一生部下のままである。

こうした中で「自由主義の国アメリカから生まれた」として伝えらえた「業績主義」（
「成果主義」と表現されたが、いつの間にか成果は“業績のみ”、つまり仕事の“成
績のみ”へと変わっていく。338ページ参照）への転換が始まる。つまり個人業績を
測定し（マネジメント1.0ではこんなことは必要なかった。人事評価は上司が「本人
ががんばっているか」という感覚的なものであった）、その業績を上げた人が上司
になっていくという秩序ルールである。しかしこれではチームで仕事をするというこ
とが意味をなさなくなり（同じチーム内のメンバーはライバル、勝った方が上司）、
会社という組織は崩壊していく。これがマネジメント2.0である。

アメリカでは給与にコミッション（業績の高い人がもらえる給与）があっても、上下
関係は契約にもとづいて決まっている。つまり上司（ボス）は、会社と「上司というジ
ョブを行う契約」をして、これによって上司側は部下に対する指揮命令権、さらには
解雇権という絶対的権限を授かる。

しかし日本はメンバーシップ採用であり、上司契約をして入社した人はほとんど
いない。さらには協働という全く異なるパラダイムであり、「個人業績」が生まれる
余地もほとんどない。



しかしこのマネジメント2.0では、業績によって給与だけでなく上下関係という秩序
も決めてしまうことを「アメリカン・マネジメント」（「アメリカではうまく行っている」）と
誤解して採り入れてしまう。

そしてこのマネジメント2.0の問題に一早く気づいた企業はマネジメント3.0への転
換を図る（このことを書いたのが拙著「マネジメント3.0」である）。

マネジメント3.0のイデオロギーは業績主義ではなく能力主義である。つまり能力
の高い人が上司へと昇格する。秩序は意見の優先システムなので、その昇格能
力の最大ポイントは「戦略ベクトルを理解し、それに沿った意見を出せるか」にある
。したがって組織に現れる最初の上司（初めて指揮命令という意見優先権を得る）
であるロワーマネジャー＊1へのキャリアアップ＊2昇格基準は「ルールを守り、戦略ベ
クトルに沿った意見が出せるか」（様々なケースで「経営者が合意できる意見を出
せるか」）である。
そのためロワーマネジャーへのキャリアアップ試験の手段はその意見をチェックす
る論文、面接が中心となる。ただ後述するが、マネジャーには「例外処理というプ
レイヤーのできない仕事をやる」という役割もあるので、プレイヤーとしての能力、
そこで出した成果も求められることになる。

本書はマネジメント3.0を対象としている。つまり会社の秩序（意見の優先度＝上
下関係）は能力の高さとなる。157ページで個人としての能力を高めることは、会社
という組織を守ることになると述べたが、それだけではなく、個人にとってはキャリ
アアップをもたらすということである。



したがって組織として意見醸成（戦略ベクトルに合った意見を出せるか）について
教育（学習をサポート）するのであれば、キャリアアップ志向の人には平等にその
チャンスを与えることが求められる。誰かが勝手に（権限委譲もなく）教育対象を決
めることはできない。つまり教育平等の原則である。

能力主義型秩序では年功型、業績型とは違い、はっきりとは目に見えない能力
をベースとしている。そして当然のことながら年功、年齢が逆転し、上司の方が若く
経験不足ということもありえる。
能力主義では上司側は自分の意見を言う前に、部下の意見を聞かなくてはならな
い。上司が先に言ってしまえばそれはすぐに命令となって、コミュニケーションにな
らない。部下の意見を聞いて自分と同じ意見なら問題ない。違う場合は、その意見
の前提となっている事実を確認し、自分が持っている情報と整合する。それでも意
見が合わない時は、上司自らの意見を言う。そしてこの意見が優先される。すなわ
ち指揮命令である。この上司と部下の意見が合わない時のコミュニケーションは確
認行為が入るので面談を原則とするが、それができない場合はメールなどでも可
とする。

＊1 本書では末端のプレイヤーの直属の上司をロワーマネジャー、マネジャー（ロワーマネジャーのこともミドルマネジャーのこともある）
の上司をミドルマネジャーと表現する。
＊2 これまで昇格（361ページの資格が上がる）、昇進（ポストのランクが上がる）という言葉を使ってきたが、能力主義ではこの言葉がフ
ィットしないので、以降はこれをキャリアアップと表現する。つまり意見の秩序が上がって上司になることである。



⑤権限委譲原則
この指揮命令を個別に行うのではなく、ある期間一括して行うという手法がよく用

いられる。これが権限委譲である。
権限委譲とは組織上位者の持っている権限の一部を下位者に委譲することであ
る。この時、上位者にも権限委譲された仕事の“結果”としての責任は残る。丸投
げ（責任も下位者にすべて移すこと）はできない。もちろん委譲された下位者にも
責任はある。つまりこの結果責任を両者で共有する。したがって「誰に、どの権限
を委譲するか」はすべて上位者自身の権限である。無論権限委譲をせず「常時、
指揮命令する」という本来の姿で仕事を行うことも可能である。
組織における権限委譲は本来権限者である上位者に対し、その一部の実行計画
を下位者が提出し、権限者である上位者の了承を以ってなしえる。東京支店長が
多摩営業課長（これは人事権のある経営が指名する）に権限委譲する時は、例え
ば「1年間の多摩地区における営業計画」を出させ、これを支店長が了承すること
で、多摩地区の営業に関する権限が1年間この営業課長に委譲される。無論営業
課長の権限委譲が不安なら支店長のリアルタイムな指揮命令下（「定期的な報告
・連絡・相談」＝「報連相」）で営業課長に仕事をさせることも可能である。

下位者（営業課長）に権限が委譲されると、下位者から上位者（支店長）への報
連相は不要となり、この計画に基づいて多摩営業課長は課員に対してリアルタイ
ムな指揮命令権を持つ。そして先ほどの計画に戦略ベクトルの解釈が入っている
ので課員への自らの意見（指揮命令）も説明しやすく、かつこのように発言できる。



「これは私個人の考えではなく、会社としての考えです」
権限委譲がされると報連相がなくなるが、下位者が上位者へのコミュニケーショ

ンが不要となるわけではない。ここにはリアルタイム・アカウンタビリティということ
が強く求められる。一般的なアカウンタビリティ（accountability）は責任、義務という
意味であるが、ここでは「権限委譲を受けた計画と実行に差異が生まれたり、差異
が生まれることを感じた時は、随時上司へ報告する義務を負う」というものである。
これが組織ルールとして保証されていなければ（やらなければペナルティが課され
る）、上位者は心配で下位者に権限委譲できない。

この権限委譲は上位者の管理範囲（1人の上司が持つことのできる部下の数）を
上げる。これが組織のフラット化＊を生み、プレイヤー数を増やし、残業削減などの
効果をもたらす。

＊ 組織において階層性が高い（階層が数多くある）ものをピラミッド、低いものをフラットと表現する。管理範囲が小さいと階層性は高くな
りピラミッドへと向かう。管理範囲が大きいと階層性は低くなりフラットへと向かう。



⑥PDCA原則
組織における仕事をサイクル（循環）としてとらえる。このサイクルの要素はPDS（

PLAN－DO－SEE）である。すなわち働く前に必ず「計画」（PLAN）を立ててから「実
行」し（DO）、その後に「評価」（SEE）することである。

PDSの中で最も大切なのはSEEである。SEEはDOの反省をして「うまくいったこと
」「うまくいかなかったこと」に分け「うまくいかなかったこと」の原因を外的要因と内
的要因に分け、内的要因について反省し…といったものではない。ましてや、うまく
いかなかったことは誰のせいかをはっきりさせ、責任をとらせることではない。「責
任」には2つの意味がある。１つは「やらなければならないもの」ということで、義務
である。もう1つはその義務を果たせない場合、何らかのペナルティを受けるもの
であり「責任をとる」という表現に見られる。どちらかといえば後者の「ペナルティを
受ける」という意味で使うことが多いように思う。

最近、クライアント企業のロワーマネジャーなどから「責任」という言葉をよく聞く。
「マネジャーに昇格して責任が重くなっているのに、それに見合う給与をもらってい
ない」といった形で使われている。この「責任」の意味を聞くと誰も答えられない。こ
のロワーマネジャーの上司が「責任」という言葉を使っているからだろうが、何かパ
ワハラのような感じを受ける。ロワーマネジャーにプレイヤーとは異なる一体どん
な責任があるのだろうか。「目標を達成すること」が責任とはなり得ない。目標は後
述するように予測であり、ノルマ（達成しなければ成らない義務）ではない。だから
未達であってもペナルティ（例えばクビになる）を受けるのではなく、人事評価され
るだけである。（詳細はPARTⅡで述べる）



SEEの目的は目標未達の原因分析でも責任論でもなく、明日のためである。「昨
日の反省」というアウトプットより「明日の計画」（PLAN）へのインプットである。

そのためにSEEをCHECK、ACTIONという2つのプロセスに分け、PDSをPDCAサ
イクルと考える。
・CHECK

先ほどのアカウンタビリティもこのCHECKの1つである。すなわち「PLANとDOの
差異を分析する」というものである。したがってPLANはDOとの違いがはっきりわか
るようなものとしなくてはならない。「全身全霊をかけて頑張る」といったものは計画
とはいえない。差異をはっきりさせるためには、どうしても数字が中心となる。これ
はカネ（いくら）、トキ（時間）、ヒト（何人必要か）といったものである。ここではPLAN
にDOとの比較のために書かれる数字を「目標」と定義する。目標はDOとの違いが
後でわかるようにはっきりさせておく予測値である。そして「目標と結果が違った時
」のために、目標を作った際の前提とした事実（過去の結果など）、プロセスを計画
に書いておく。そしてこれを使って「なぜ違いが生まれたか」を分析する。



CHECKにおいてはPLANとDOに違いが出た時は、DOばかりを見つめずPLANも
見る。もしDOが終わった今、タイムマシンで計画時点に戻って「計画を作れ」と言
われて「違うPLANを立てる」という部分は、PLANの問題点を考える。PLANの中心
をなす「目標」は、先ほど述べたように「未来の予測」でありノルマではない。自分
の計画は自分で立てるのが原則であり、「自分の仕事の結果を自分で予測する」
というものである。そしてなぜPLAN時点での目標をそのようにしなかったのかを考
える。そこに使うのが先ほどの前提事実、プロセスである。
もし「もう一度同じ計画を立てる」と思った部分はDOの問題点を分析する。
・ACTION

SEEの本質はここにある。つまり次の計画のインプットを考えることであり、これ
がACTIONである。PDCAサイクルという意味は「前期の計画の問題点、実行の問
題点をベースに次の計画のベクトルを作ること」である。SEEはCHECKが目的では
なく前作業であり、ACTIONが目的である。





２．ワーキング・ミックスのフレーム

働く人の気持ち、働く仕組、働く場といった「働く」ということに関する要素をワーキ
ング・ミックスと呼ぶ。この各要素からワーキング・イノベーションのフレームを考え
ていく。

（１）モチベーション
「モチベーション」はかつてアメリカで生まれた人間関係論、行動科学では「動機

づけ（リーダーがメンバーのやる気を引き出す）」という意味で使われ、日本のビジ
ネス理論に導入されていった。一方、motivationという英語の本来の意味は「自主
性」「積極性」である。本書ではモチベーションという言葉を、後者をベースとして「
組織で働く人の気持ち」という意味で使う。一般によく使われている「やる気」と同
意と考えてよい。すなわち「モチベーションが上がる」は「やる気が出る」と同意であ
る。
ここではモチベーションを2つの側面から見ていく。1つはモチベーションの設計で
ある。つまり組織としてモチベーションをどう考え、そこにどういう仮説（モチベーシ
ョンは人間の気持なので科学的な法則などない、と思う）を持つかである。こう考え
ればモチベーションはESと同意となり、モチベーション設計はESモデルの設計とい
える。すなわちESを上げればモチベーションは上がるということである。2つ目は設
計されたモチベーションモデルのモニタリングである。組織として最大限になるよう
に設計されたESモデルの中で、その設計からはずれた状態を発見し、是正してい
くことである。

２．ワーキ
ング・ミッ
クスのフレ
ーム （１
）モチベー
ション



この2つに分けて考えていく。
①ESモデル
（ⅰ）パブリック・リレーションズ

社会との関係はワーキング・イノベーションのフレームであり、CSRである。従
業員はこのフレームの中でこれに同意して働いているという仮説を持つ。つまり「
社会利益に貢献し、社会から存在を期待されるという組織ミッションを達成し、組
織が設計するバリューを社会に提供し、社会からインテグリティを感じてもらうこと」
が各人の「働く喜び」を生むことである。つまり組織によって設計され合意された
CSRによって従業員はハッピーを感じ、組織ESが最大となるという仮説を持つ。



（ⅱ）カネ
組織から各従業員が得るカネ（給与）は、各従業員から見れば多い方が良いに

決まっている。では組織はどうやって従業員に給与を払うのだろうか。
ある従業員ガバナンスの会社の社長が従業員の前で講話した際に、受講者へ次
のような質問をした。
「君は給与をどこから持っているのかね」

1人目の受講者は直立して「会社からもらっています」と答えた。これに社長は次
のように応答した。

「会社って誰だ？私は君に給与なんて払っていないよ。私だって給与をもらって
いる」

そして2人目の受講者に同じ質問をしたら次のように答えた。
「お客様からいただいています」

社長「そのとおりだ。うちの会社には不思議な金庫があってそこから給与が出て
いるわけではない。銀行だって働く人の給与なんて貸してくれない。給与なんて貸
したらそのカネは増えないから返してくれなくなってしまう。お客様からいただいた“
おカネ”、つまり売上からしか給与は払えない。だから給与をもらっているお客様に
感謝しろ」



会社が得た“稼ぎ”（収入からその収入を得るためにかかったカネを引いたもの）
から給与は払われる。つまり給与は稼ぎの一部である。では稼ぎの全部が給与か
？この稼ぎから給与を払った後で、残りから社会へ税金として払い、株主に配当と
して払い、最後に残ったカネは会社が組織として明日の仕事に使う。この「稼ぎ」
のことを「付加価値」といい、付加価値からの分配を受ける4メンバー（従業員、社
会、株主、会社）をステークホルダー（会社の利害関係者、会社の稼ぎに関係のあ
る人）という。

各ステークホルダーから見れば、この稼ぎの分配は多い方がよいに決まってい
る。株主が会社を保有しているのであれば、給与は株主の代理人である経営者が
労働者の代表と交渉して（労使交渉）決め、残った利益（すべて株主の取り分）の
一定比率を税金で払い、残りは配当としてすぐに受けるか、もう一度自分の会社
に戻すかを考えていく。
しかし従業員ガバナンスの会社では株主はオーナーではなく、外部ステークホル
ダーである。こうなると稼ぎ（付加価値）の一定比率を従業員へ分配するという了
承を株主にとるのが一般的である。そして株主にも一定比率のリターン（＝配当）
を約束するのが当然である。つまり全従業員の給与総額は付加価値の一定比率
となる。そして会社として使う分も付加価値の一定比率とする。



こうすることで利益と給与は比例する（詳細は344ページ参照）。つまり利益を上
げれば給与総額が上がり、利益を下げれば給与総額が下がることになる。これが
従業員ガバナンスの会社が利益を目指す理由の1つである。利益を目指すのは自
らの給与を上げるためである。そして利益を上げれば給与というESは上がる。

給与総額が決定したら。これを各人に分配しなくてはならない。給与総額が一定
の中で、各人のESである「給与の大きさ」を考えると、矛盾が生まれる。それは「誰
かの給与を上げれば誰かの給与が下がる」からである。こうなると個人のESのも
のさしは１つしかない。それは平等の原則から来る「公平さ」である。法律用語で言
えば均衡である。すなわちカネに関する組織ESは利益の向上と、均衡という公平
さによって決まる。



（ⅲ）キャリアアップ
キャリアアップとは166ページで述べたように「秩序優先度を上げ、組織の上位者

になっていくこと」である。これについては最近クライアント企業で耳にすることが
多いのが次のようなことである。
「最近の若者は出世志向の人が減っている。責任の重い管理職になるよりも、家
族といられる時間が長いヒラ社員の方がよいという人が多い」。

しかし上の内容はキャリアアップによって「管理職になる」という“立場”とライフス
タイル（＝ワーク・ライフ・バランス）という2つの事が混乱している。キャリアアップ
への気持ちに長期のライフスタイルが影響することは事実であろう。ただ管理職＝
「責任が重い」「長時間労働」というのは必ずしもいえることではない。169ページで
述べたように「責任の重さ」という言葉は本来の意味ではなく、要するに「仕事が大
変なのでそのなり手がない」ということなのだろう。

この「若者の出世志向が低い」と言っていた会社で、マネジャー養成セミナーを
やった時のことである。人事部と受講者の選定について話していて、私が「公募制
の方がフェアなのでは」、つまり「ある条件（キャリアレベルなど）を満たしていたら
応募できる形がよいと思う」と発言したら、人事部の人は「そんな形では誰もセミナ
ーを受けたがらない。そもそもマネジャーになり手がいないのに、そのためのセミ
ナーなんて受けたがらない。だから上司の指名制がいい」と言った。私が「それで
はいくら何でも不公平だ。上司の好き・嫌いや仕事の忙しさ（忙しい人は上司が出
したがらない）で決まってしまう。公募にして集まらなかったら、それでマネジャーに
なりたい人が少ないことがわかる。



その場合は無理やりマネジャーにしてしまうのではなく、マネジャーという仕事を
変革していくことを考えるべきだ。だからなりたくない人が少ないということがわか
るだけでもいいことだ。公募制にしましょう」と言って押し切った。そして公募した結
果、そのマネジャー候補としての有資格者のほとんどすべての人が応募してきて、
逆に受講者を選定するのに困ってしまった（この人事部は、結局ペーパーテストで
選んだ）。

ワーキング・イノベーションでは、キャリアアップ志向（組織の中で自分の意見が
通るようになること）はその強弱は人によって違うにしても、「誰にでも必ずある」と
いう仮説を持つ。そして皆をキャリアアップさせるわけにはいかないので、その選
定の公平さ、透明さが強く求められる。



（ⅳ）能力開発
「今時の若者は勉強しなくなった。俺たちが若い時は先輩の仕事を見て何とかそ

のレベルになろうという意欲があった」
これもよく聞く話である。しかし「今時の若者」は本当に能力向上の意欲がないの

だろうか。
ワーキング・イノベーションでは、すべての従業員は「自らの能力を向上したいと考
えている」という仮説を持つ。つまり能力を向上することでESが高まり、モチベーシ
ョンが上がっていく。
「自分の能力を向上させたくない」なんて人間がいるとはとても思えない。ただどの
能力をどうやって向上させたら自らの人生がハッピーになるのかよくわからないの
であろう。能力向上するには、ただ言われたとおり仕事をするだけでなく、自らで能
力向上するための学習（＝能力開発）をするしかない。これには本人がその学習
時間を作り出さなければならない。

ここで人間はROI＊という指標が自然と頭に浮かぶ。つまり能力を向上することで
自らが得られる「リターン」とそのために使われる「労力」（時間）を天秤にかけるこ
とである。このROIが小さいと、そんな時間を使うのがもったいないと思うのは当然
である。



ワーキング・イノベーションでは、能力開発についてすべての従業員が「ROIによ
ってそれを実行するかを判断している」という仮説を持つ。ここで組織にできること
は2つある。1つはI（時間）を小さくすることである。つまり学習効率を上げることで
ある。それはどの能力をどのように上げていけば仕事がうまくなっていくかというこ
とを提案し、その学習をサポートしていくことである。2つ目はリターンを大きくする
ことである。これは能力主義をベースとしたキャリアアップ、給与システムとしていく
ことである。つまり能力を上げればキャリアアップがなされ、キャリアアップすれば
給与が上がる（正確に言うと生涯給与が上がる可能性が高い）ということである。

これが各人のESを相乗的に高める。

＊ Return On Investmentの略。リターンと投資の比。



（ⅴ）働く時間
労働時間はESにとって大きな要素であることは間違いない。そして労働時間に

は何度も述べてきたように「法的規制」があり、この中で考えていく。
ワーキング・イノベーションで設計すべき「考え方」はワーク・ライフ・バランスである
。つまりワーク時間とライフ時間のバランスである。これは各個人のライフスタイル
によって異なる。また各個人についても、時間（若い時と年をとった時）によって変
化する。そして結婚、育児、介護といったことも要素となる。したがって法が求める
ように、そのライフスタイルによって働くスタイル（働く時間）を選べ、かつ変更でき
ることが組織ESを高めることになる。そしてその選択されたワークスタイルによっ
て、「働く時間」を組織と約束する。
しかしここにはブレが生まれる。つまり「約束した時間でできる量」と「実際の仕事
で求められる量」の関係である。

「求められる仕事量＞できる量」となっている時を考えてみよう。ここで働く側が出
来ることはスピードを上げる（生産性向上）ぐらいしかない。無論、短期間でそんな
ことはほとんどできない。というよりも、組織が「それまでスピードを上げずにいた（
サボっていた）人たちがいる」という仮説を持つのは危険であり、それが労働トラブ
ルを招いている（「もっとがんばれ」「能力がないから仕事が遅い」･･･）。

組織でまず考えられるのは、テンポラリーパワーの獲得である。しかしこれは長
期的にはできても短期的には無理である。こうなると組織全体としての調整（組織
内の誰かが応援する）と残業しかない。



前者は手が空いているプレイヤーが応援することを考えるのだが、適確にポジシ
ョニングした後で、自分の仕事以外の仕事ができるマルチプレイヤーの手が空い
ている仮説を持つことは危険である。そうなるとマネジャー総務部論からいってマ
ネジャーしかいない。
後者の残業については法でその上限と割増給与を決めている。つまり残業という
約束以外の仕事をやったESのマイナス分として、プラスESとしてのカネを得る。こ
のプラス・マイナスの均衡は難しいので、組織としての上限を決めるしかない。そし
て上限の残業をしてもできない仕事は「組織として仕事ができない」ことになり、こ
れによるダメージは受けるしかない（上限がなくても1日は24時間しかないのでこの
可能性はある）。

そうなると組織としてはこの残業の上限を法定よりも低くし、そのブレを小さく設
計する方が安全であり、かつ組織ESを高めることになる。
しかしこうすることで次のリスクを生む。それは逆に「求められる仕事量＜できる量
」となることである。つまり「やることがなくなる」「ヒマ」というものである。できない可
能性がある仕事を断れば、逆にこの可能性が高まる。これは求められる仕事量が
ブレる限り（役所のようにこれが一定の会社なんてあり得ない）必ず起こることであ
る。そしてこの設計は組織ESに大きな影響を及ぼす。禁じ手は「できる量」を下げ
てしまうことである。つまりリストラ、雇い止め、解雇といったものであり、特定の人
たちをカットすることで「できる量」を大きく下げることである。これができない（やら
ない）と考えると「余剰時間」をどうするかを決めておくしかない。



それは「事業開発」（未来の仕事を増やす）、「学習」、そして先ほどの「サポート」
になる。また事業開発をやる前にはそのための学習が必須となる。そう考えると未
来の仕事に対し各従業員が能力を上げるという学習を勤務時間内にやることにな
る。そして能力向上すれば、それによってキャリアアップし、給与もアップしていく。

だから「残業している人」と「学習している人」が固定化すれば不公平である。した
がって残業時間に応じてのローテーション、または定期的なジョブローテーション（
例えば「2年に１回は仕事を必ず変える」）といったシステムが求められる。

最後の「サポート」は、組織全体としてはヒマな時でも忙しい人（といってもチーム
、チーム内ならマネジャーがこれを処理していく）がいることも当然あるので、それ
を手伝える人がやるというものである。具体的な方法はPARTⅢで述べる。



（ⅵ）仕事
何度も述べているように日本企業の最大の特徴はその「採用」にあるといえる。

欧米の採用はジョブ型採用とよばれるものであり「やる仕事」を労働契約している
。しかし日本はメンバーシップ型であり、会社という組織にそのメンバーとして入っ
ていく。多くの場合やる仕事は限定していないし、限定していたとしても大まかであ
り、かつその仕事を変更していくのが普通である。

日本の組織ESにとって、従業員が「組織でどんな仕事をやるか」は大きな要素で
ある。この仕事とESを考える時、次の３つの要素がある。
（a）やりたい仕事

「自分が選んだ“やりたい仕事”ができる」というのは多くの従業員にとっては最
大のESであろう。“やりたい”の基本は「その仕事が好き」「やって楽しい。充実して
いる」という感情である。これにはいくつかの課題がある。
・どうやってやりたい仕事を見つけるか

「仕事が好き、楽しい」はやってみなければわからない。仮にやりたくない仕事を
やっても、最初は好きではないのにいつの間にか好きになっていることもある。も
ちろん組織において従業員が仕事を好きになるようにコントロールすることなどで
きない。というよりもそんなマインドコントロールなどすべきではない。

できることは各従業員がやりたい仕事、好きな仕事を見つけやすい環境を組織と
して設計することである。例えば次のようなことである。



1つは組織で行う仕事を区分し、職種、職務をはっきりさせることである。つまりど
んな仕事があるかを細分化して（１人が細分化された仕事を複数担当することもあ
る）、各職種（細分化した仕事の担当）がどのようなものかを（職務）わかるようにす
る。具体的には職務記述書、仕事をやっているシーンの動画、マニュアルなどであ
る。2つ目はその各仕事に求められる能力を体系化し、これを一覧表などにまとめ
ることである。非常に難しい設計であるが、やらないわけにはいかない。3つ目は
仕事の評価方法を決めることである。つまりその仕事をどうやれば評価されるかで
ある。これについての詳細はPARTⅢで述べる。
・「やりたい」という意思の確認

ある仕事を「やりたい」と思っても、誰に言ってよいかがわからない。今の仕事の
上司に「違う仕事をやりたい」とは言い出しづらい。この意思を伝える場が組織とし
て求められる。
・やってみたら、やりたい仕事でなかった

仕事はやってみないとわからない。一度「やりたい」と言ってそれを覆すことがで
きないというルールにする必要はない。だから上記の「やりたい仕事を聞く場」でこ
れについても聞き、人事異動をフレキシブルに行える仕組が必要である。ES原則
では組織評価基準は「効率」よりも「ES」である。人事異動が希望できるルール（も
ちろん結果としてされなくても）が組織にとって大切である。



（b）向いている仕事
組織から（本人以外の人から）見て、その従業員に「向いている仕事」というもの

である。「向いている仕事」とは本人は気づいていないかもしれないが、その持って
いる能力から考えて、やれば本人が好きになる（つまりやりたい仕事になる）可能
性がある仕事である。これを考えることは、次に述べる「組織として求める仕事」＝「
配置の公平性」を担保する意味がある。

この発見にはポテンシャル能力評価というものがよく用いられる。これは今やって
いる仕事とは「違う仕事」についてセミナーなどを行い、そこでディスカッション、レポ
ート、ロールプレイング（その仕事をシミュレーションしてやってみること）などをやっ
て「違う仕事の適性」（＝向いている度）を見るものである。その仕事をやっていない
ために「発揮されていない能力を見る」という意味でポテンシャル能力評価と表現
する。すべての仕事について各従業員を対象に随時やるのはコスト面で難しいが、
次のような局面でよく使われる。
・採用時
・戦略的に進める仕事を担当する職種への異動、新しい職種を作る時（例えば技
術者をソリューションセールスへ）
・マネジャー、経営者などへのキャリアアップ

一般的には当該セミナー時に受講状態をビデオ撮影し、そのビデオ、レポート、
ディスカッションなどをもとにセミナー講師が受講者を評価する。人材アセスメント（
人事評価を上司ではなく第三者のプロの評価者が行う）に近いが、これが「人事評
価」が目的なのに対し、ポテンシャル能力評価は適切な人員配置がその目的であ
る。



（c）組織として求める仕事
組織としてやるべき仕事があり、それを各従業員が分担する。この分担をポスト

と表現する。もちろん各従業員が「やりたい仕事」と「ポスト」がぴったりと一致する
わけはない。野球でいえばメンバーが9人いて、皆がピッチャーをやりたいといって
も誰かがライトを守らなくてはならない。

しかし個人原則、ES原則から考えて組織は各メンバーがやりたい仕事が何とか
できるように考えることが第一である。「やりたい仕事」が下手でもうまくなる可能性
はある。しかし「やりたくない仕事」がうまくても、それが飽きてしまってだんだん下
手になっていくことはあっても「やりたい仕事になっていく」可能性はそれほど高くな
い。それを前提に次のようなことを考える。
・やりたい人が多くてポストが足りない時は、新たにその仕事をやる人はポテンシ
ャル能力評価によって「やりたくて向いている人」から順に当てていく。前述のマネ
ジャーなどのポストは多くの場合これに当てはまる。
・「やりたい人」が少なかったり、いなかったり、ポストが埋まらない時は「やりたくな
くても向いている人」を当てる。そのポストが戦略的に新たに作ったポスト（今でい
えばIoT／AIエンジニアといったもの）の時には、その旨（組織の戦略を担う）を説
明してから、ポテンシャル能力評価などをやっていく。

結果としてやりたくない仕事、あるいは向いていない仕事に就かざるを得ない従
業員もいる。これに対して組織は次の2つの手を採る。



1つは、長期的には組織に不足している“やりたい仕事”（やりたい人が多いのに
そのポストが足りない）を増やす。さらには新たに創る方向に戦略を採る。例えば
メーカーで技能工（ものづくりを担当する人）をやりたい人が多くて、その仕事量が
減っている時を考えてみよう。多くのメーカーは技能工として従業員を採用し、本
人もそれを望んで入社している。ここでは一時的には別の職種（セールス、事務な
ど）へ移さざるを得ない。それでも長期的には品質向上、新製品開発、製品改良な
どによって、技能工の仕事を増やす方向へもっていく。

2つ目はやりたい仕事に就けない人には、その就けない理由をポスト配置を決め
る人（人事部、上司…）自身が直接説明する。そのうえで本人の能力のどの部分
を向上させれば、そのポストに就く可能性が高まるか、会社としてどうすればその
ポストを増やせるのか、といったことを説明する。



（ⅶ）ムード
組織に自然に生まれてしまうものを「ムード」と表現する。
ムードには時間とともにできあがってしまう企業文化、企業風土といった固定化

されるものもあるが、時間とともに変化していく変動部分も大きい。そしてこのムー
ドがESに与える影響も大きい。

そのため組織としてはESを高めるためのムードを設計することができるという仮
説を持つ。つまり現状とは異なるムードを設計し、そこに近づけていくことでESは
上がるということである。

このムードの設計は「皆が話し合って決める」といった合議制にはそぐわない。組
織内のいろいろな人の意見を聞くにしても、最後は経営者、というよりも組織のトッ
プが方針を決定していくものである。そしてそれをミッション（理念）として様々な戦
略に対しあてはめていく。

ワーキング・イノベーションとしてはESを高めるためのムード設計に次のような理
念を持つ。
・未来志向

過去、現在よりも未来を考えることを優先するというものである。PDCAの
CHECKよりACTIONを大切にするということである。「過去の業績を分析し、問題点
を見つめ、その責任をただす」というアプローチではなく、過去を参考に未来を考え
るというものである。



すでに理念に「未来」というキーワードが入っている企業も多い。この未来志向が
イノベーション（変革）のベースといえる。このイノベーションというムードは「今日よ
りも明日は良くなる」というムードをもたらし、各人のモチベーションを向上させる。
だから変革、イノベーションというキーワードが理念に入っている企業も多い。そし
てそれは明るいムードをもたらす。明日は「明るい日」である。未来志向は「明るさ」
を求めることと同意である。
コカ・コーラウエストのコーポレートメッセージは「みんなの明日をハッピーに」であ
る。また私のクライアント企業のトップは「スマイル」を従業員に訴え、別の企業の
去っていったトップは「明るくふるまえ、暗く悲観的なリーダーには誰も付いていこう
とは思わない」といつも言っていた。
・和

競争か和かというもので、国のイデオロギーである自由主義（競争）か、社会主
義、共産主義（平等）かといったものと似ている。もちろんどちらを採れば幸せにな
れるかと考えるのではなく、組織としての性格のようなものを設計したい。
ワーキング・イノベーションについては組織の原則から考えて、そして明るいムード
から考えれば、自ずと「和」が選択される。つまり「ピリピリした競争ムード」ではなく
「仲良しムード」である。「チームでやることに楽しさ」を感じることであり、「仲良くや
っていることでモチベーションが上がる」という仮説である。



「競争」は勝った人はモチベーションは上がるかもしれないが（私はこのモチベー
ションは瞬間的で長続きしないと思う。だから勝ち続けるしかないが、それは難しく
、勝ってもその後で負けるとこのモチベーションダウンは極めて大きい）、負けた人
は下がる。そして競争すれば組織には勝ち組よりも負け組の方が多く生まれてくる
。したがって競争をベクトルとすれば組織のESは下がる。「皆で和気あいあいと仲
良く仕事をやること」（よく「ぬるま湯」と表現されるものかもしれない）がモチベーシ
ョンを上げていくという仮説を持つ。そして“ぬるま湯”の方が“冷たい水”や“熱い
湯”よりも組織としてパフォーマンスを上げるという仮説を持つ。だからこの「和」も
ミッションに入れておく。
・能力主義

個々人の持っている能力を組織の第一要素とする。組織にはさまざまな仕事が
あり、さまざまな能力が求められる。組織ではすべてのことを能力中心に見ていく
。人員配置という仕事は能力が発揮できるかを考えることであり、人事評価の中心
も能力であり、マネジメントのベースは人材育成である。これが能力の高い人をリ
スペクトするというムードをもたらす。業績ではなくこの能力を第一に考えることは
働く人のモチベーションを高めるという仮説を持つ。モチベーションを考えれば成
果主義よりも年功序列よりも能力主義が勝っている。



・謙虚さと長幼の序
組織としては人間関係については謙虚さを“美”とする。つまり謙虚な人をリーダ

ーとして、組織全体を謙虚なものへと持っていく。組織の中で自らをアピールする
こと（外へ出す）ことをやめさせ、自らの仕事にプライド（内に秘める）を求める。セ
ールスはプレゼンテーション能力（話す力）を求めず、インタビュー能力（聞く力）を
求める。多くの人は謙虚な人たちが集まる組織で働くことでモチベーションが上が
り、「俺が俺が」というディベート好きな組織で働くとモチベーションを落とす（上げる
人も少数いるが）という仮説を持つ。

133ページで述べたようにハウスのミッション「ハウスの十論」の1つに「謙虚な自
信と誇りを持とう」というのがある。私はハウスと長年付き合ったが、ハウスの人（
特に幹部社員）は本当に謙虚だと感じる。そしてハウスの人間と一緒に仕事をや
るとなぜか安心感と心地良さを感じる（つまり私のモチベーションは上がる）。

この“謙虚さ”とともに求められるのが長幼の序である。仕事は能力によって決め
ることが前提である。そしてその能力も時とともに上下する。残念ながら若い時代
は上がり、一定年齢を超えると下がってしまう能力があることも事実である。だか
ら能力によって決めれば、意見秩序では年齢が逆転することもある。



そしてそのことが年齢の高い部下だけでなく年齢の低い上司のモチベーションダ
ウンにつながってしまう。ここで強く求められるのは年齢の低い方が持つ長幼の序
である。つまり「年上の人を敬う」というスタンスである。私は新入社員の時に上下
関係に関するビジネスマナーというものを教わった。目上の人には敬語を使い、エ
レベーターに乗る時は目上の人より先に乗ってボタンを押す。タクシーでは目上の
人に先に乗ってもらい、飲み屋に行けば上座に座ってもらい…というものである。

この「目上の人」は上司ではなく、「年齢の高い人」である。これが長幼の序であ
る。仕事での意見優先度は能力で決まる。それ以外の時はこの「長幼の序」を用
いる。どう考えてもこれがあった方が働く人のモチベーションは上がると思う。

そしてムードを設計したら、これを新人社員にマナー教育しているように、全従業
員への教育で徹底していく。あらゆる教育のシーンで、このムードを講義で訴え、
ディスカッションで考えさせ、そのムード、自らの行動をCHECK&ACTIONさせるレ
ポートを作らせる。



②モニタリングモデル
①のESの設計は、明らかに組織設計者である経営者の担う「資源の調達・配分

」という仕事の1つである。一方、そのESを高めるムードが保たれているかをモニタ
リングする仕事は162ページの経営者の4つの仕事からははずれており（無論、プ
レイヤーの仕事ではないので）、マネジメントの仕事である。このモニタリング・マネ
ジメントの要素は次のようなものである。
（ⅰ）人間関係

人間関係のモニタリングには3つの評価ポイントがある。
まずは組織人としての関係であり、そのポイントはフェアさである。このフェアさの「
欠如」がモチベーションを落とすという仮説を持つ。つまりここでのモニタリングは
アンフェアを見つけることである。前述のようにフェアには公正と公平という2つの
意味があり、アンフェアには不正と不公平という2つのポイントがある。この不正に
は違法行為、会社としてのルール違反のみならず、ベクトル違反（会社の決めた
方向からはずれている）、さらには約束違反をも含む。
もう1つの評価ポイントは難題とされる相性である。ナマの人間とナマの人間の関
係である。「上司と気が合わない」「あの人は苦手」「チームに溶け込めない」といっ
たことはムードを落とし、モチベーションを落としていくものであろう。
この人間関係には「上司と部下」という秩序優先度がある場合とない場合がある。
この2つについて不正、不公平、相性という3つの評価ポイントで考えてみよう。



（a）上司と部下の人間関係
ここには2人の人がいるが、対象がマネジメントという仕事なので、部下のモチベ

ーションについて考える（上司のモチベーションは上司の上司がマネジメントとして
考える）。このマネジメントについては2つの方向がある。
・上司から見る

まずは不正であるが、これには2つの点がある。
1つは部下の不正である。この中の違法行為、会社のルール違反については定

期的にチェック（いわゆる監査）の仕組、時間を自らが作ることである。
これについては経営者の設計したコントロールをベースとして、上司自らがチー

ムの状況に応じて設計していく。具体的な手段としてはメールなどでの報告、面談
、会議といったもので、チェックのための時間を取ることである。

部下に対しても「チェックをする」ということを堂々と伝える。そしてコントロールの
セオリーに倣い、発見したルール違反にはペナルティを課すことである。このペナ
ルティによってルール違反者に何のメリット（ルール違反がケアレスミスということ
はなく、これによって当人が何か得をしている）がないことをわかってもらう。そして
ルール違反をしていない人に「ずるい」と思わせない状態を保つ。

残りのベクトル違反（チームの方針に反する…）、約束違反（時間に遅れる･･･）
はペナルティというよりも「注意」することである。これは凡ミス（過失）も多いが、気
づいたら必ず注意していく。そしてその違反を「人事評価に反映すること」を堂々と
（注意する前に）宣言することである。



もう1つの不正は上司自身によるものである。部下に不正を指摘、注意するには
自らに不正がないことが強く求められる。違法行為、会社のルール違反について
は、何がルールかを一度きちんと見つめ直すことである。これを越えて部下に何
かをすればパワハラとなる。さらにベクトル違反（会社としての戦略の方向に向か
っていない…）、約束違反（特に注意するのは部下との約束）がないかを常にセル
フチェックする。

次は不公平である。それは部下によって不公平がないかである。ただこれは不
正と違いその“ものさし”（何が不公平か）がないので難しい。しかし難しいからやら
ないのではなく、難しいからこそ力を入れてやるべきテーマである。モチベーション
の中で人間関係が占める割合は高く、その中でも上司による「部下の不公平な扱
い」が占めるウエイトは極めて高い。上司が変わることで「やる気が出た」というケ
ースも多くあり、ほとんどが“えこひいきの解消”、さらには“言われなき差別（好き、
嫌いなど）の解消”で、働く意欲、姿勢がガラっと変わったということをよく聞く。
この不公平については差別される側（不公平と感じる側）から考えてみることであ
る。そして自らがその立場で不公平と感じないかを考えたい。



上司は部下のポジショニング権、人事評価権という絶対的なものを持っている。
AとBという2人の部下がいて、AはBより仕事ができて能力も高いとする。したがっ
てAの人事評価は高くなり、良いポジションも与えられる。さらには上司としてはA
がいろいろな面で助けてくれるので、どうしてもAとBへの接し方は変わってしまう。
例えばAと親しげに話したり、仕事が終わったら飲みに行ったりする。そしてポジシ
ョンだけでなく人事評価結果は間接的にまわりにもわかってしまう（キャリアアップ
などで）。Bから見れば「Aは課長にうまく取り入っていて、気に入られているから“
いい目”を見ている」と感じてしまう。これがBが感じる不公平である。そしてこれに
よって迷惑を受けているのはAである。能力が高くがんばって仕事をやり、正当な
評価を受けているのに、まわりからは「えこひいき」と見られてしまう。
ではこんな時上司はどうすればよいか。ポジショニング、人事評価は会社の決めら
れたルール通りやり、接し方はA、Bで変わらないようにすることしかない。オフタイ
ムは無論の事、仕事でのコミュニケーションも「同様に」する。そのため面談はでき
るだけやめ、メールにし、これをオープンに（同報、Webサイト･･･）にする。チームで
LINE＊などを使うのも1つの手である。こうすれば自らの部下への接し方もチェック
できる。



最後は相性である。これも2つあり、1つは上司と部下の相性である。一般的に上
司に部下の人事権（嫌いな人はチームからはずし、好きな人を入れる）がないので
、相性の良い部下とだけ仕事をするというわけにはいかない。これについては「相
性が良くない人は世の中にいる」ということを認め、相性を良くしていくのではなく（
そんなことは難しい）、相性の良い人との差別をなくし不公平感を取ることに注力
する。

もう1つは部下同士の相性である。これについては「相性」を意識して仕事の分担
（XとYは相性が良いので同じ仕事に当てる）をするということも考えられるが、そん
な難しいこと、もっといえば無謀なことにチャレンジしない。「ヒトの相性なんて他人
にはわからないし、相性は1日にして変わる」

ポジショニングは相性よりも能力、仕事量をベースとして（会社のルール通り）行
い、「相性の悪い人同士でも働ける仕組」を作ることである。例えばこの部下同士
の連絡もメールを原則として上司も見られるようにして不正、不公平などのチェック
をする。さらには一緒に仕事をしている2人の間に秩序（意見の優先度）を作り（サ
ブリーダーのようなものを作る）、その秩序ルール（どうやって決めたのか）を説明
する。

＊ 個人のコミュニケーションをインターネット上でサポートするものをSNS（Social Networking Service）という。SNSの代表がLINE、
Facebook、Twitterである。



・部下から見る
まず不正であるが、組織としてはこの部下にルール（ルール違反のペナルティも

）をきちんと説明する。そのうえで“上司の不正”について上司を通さずに経営（上
司の上司ではなく）へ直接伝えられる仕組を作る。139ページの目安箱である。上
司の不正は、部下にその不正への加担を強制、あるいはせざるを得ない状況を作
っていることが多い。そしてこの不正を取り払いたいが、自らが加担していることで
その発覚によって自らがダメージを受けることを恐れている。だからこの通報によ
って部下にダメージを与えないことを担保しなくてはならない。164ページに述べた
社会でルール化している公益通報者保護制度と同様である。

次は不公平についてであるが、不正と違い不公平に対して部下側に打つべき手
はない。つまり部下側は不正以外のものには公平であると考えるしかない。

最後の相性については上司の所で書いたことと同様に「相性はあること」を認め
ることである。そのうえで部下には組織で働く限りは「相性の悪い上司と仕事をす
ることもある」ということを認めてもらうしかない。そしてそれが働いている間、永遠
に続くものではなく、一時的なものだということを担保する。つまり定期的な人事異
動である。人事異動は相性の良い上下関係を作るわけではないが「変化」の期待
をもたらす。そういう意味でも組織は一時的には仕事の効率を落とすとしても、170
ページのESの原則から考えて定期的な人事異動（＝ジョブローテーション）をする
必要がある。



（b）意見秩序のない人同士の関係
上司が同じチームの人同士、さらには上司は異なるが何らかの形で協働してい

る人同士についてである。
この不正については本人に直接的なダメージを受けることは上司の場合より少

ないと思うが、公正さを意識している人（インテグリティの高い人）にとっては許せな
い、気分が悪いものである。

これに対して打つべき手は先ほどの目安箱しかない。そして先ほどの通報者の
ダメージをなくすだけでなく、「不正を見つけ、訴えること」を美とするムードを組織
に作っていくことである。例えば目安箱に通報があれば、組織のトップなどがまわ
りには名を明かさず（本来は無記名である）、その内容ではなく通報自体に感謝す
ることである。「よく勇気を出して言ってくれた」である。それがちょっとした約束違反
でも、小さなルール違反でも組織のリーダー、マネジャーはそのことを評価、感謝
することである。

不公平についてであるが、これも目安箱である。組織としてこれに対応する手は
2つある。1つはルールに依存するものであり、不公平だと思ったらルールを変える
ことである。もう1つはその不公平がそれぞれの上司に依存しているものである。こ
れはその不公平をもたらしている方の上司を変えることしかない。

最後は相性であるが、これについては組織は先ほどの定期的な人事異動で対
応するしかない。



（ⅱ）仕事、ポスト
やっている仕事、つまり現状のポストに関するモニタリングである。ずっと続けて

いることでのマンネリ感、自らの能力とのアンマッチ感からモチベーションを落とす
ことも少なくない。これについてはカウンセリング、FA制という2つの手を打つことが
できる。
（a）カウンセリング

これは大きく2つに分かれる。キャリア・カウンセリングとメンタル・カウンセリング
である。
･キャリア・カウンセリング

キャリアという言葉は本書ですでに使っているが、辞書では「経歴」「出世」「生涯
」「発展」という微妙にニュアンスの違う和訳が並んでいる。ワーキング・イノベーシ
ョンでは“役人のキャリア組”などの経歴、出世といった意味ではなく、生涯、発展
という意味で使う。その定義は「従業員が会社に入ってから退職するまでの発展プ
ロセス」とする。

先ほどの「やりたい仕事」を見つけ、将来の自らの働き方を考えることをキャリア
・プランと呼ぶ。キャリア・カウンセリングとはこのキャリア・プランについてカウンセ
ラーという第三者（その人の仕事に直接関係のない人。上司や同僚ではなく、その
人の仕事から何の影響も受けない人）が相談に乗ることである。ここでのポイント
はその人に「向いている仕事」である。



カウンセラーは第三者であるが、企業内の専門チームのメンバー（「キャリア開
発室」「キャリア・カウンセリング室」といった名称が多い）でも、外部にいるプロの
キャリア・カウンセラーでもよい。キャリア・カウンセラーはカウンセリング相手の能
力から考えてその人に向いている仕事を見つけ、そこにどうやったら就けるかを本
人とよく話し合う。会話だけでなくその仕事に関するレポートを書かせたり、その仕
事についてのセミナーに参加させるなどして、向いている仕事を一緒に見つける。
組織において大幅な職種異動が必要になった時には（何らかの理由で組織の従
業員と仕事のアンマッチが生まれ、大量の人を特定の職種から別の職種へ移すこ
とがある。例えば定年者の継続雇用の延長が決まったなど）臨時的に社内にこの
カウンセリングチームが設置されることが多い。



・メンタル・カウンセリング
キャリア・カウンセリングがプラスなら、メンタル・カウンセリングはマイナス面の相

談を受ける。従業員個人と仕事のアンマッチを発見し（このまま続けていると精神
面で大きなダメージを受ける）その解決策を見つけるものである。キャリア・カウン
セラーが兼ねることも多いが、別途心理カウンセラーのようなプロを当てている会
社もある。

このマイナスの解消には2つの方法がある。1つは今の仕事を変えずに、まさにメ
ンタル面からの問題解決を図ることである。もう1つは仕事を変えることで解決を図
るものであり、キャリア・カウンセリングに近いものである。「自分はセールスという
仕事に向いていない。だから成績が出ない」という悩みに対して「セールスとは相
手に売ることではなく、顧客のニーズをとらえ、そのニーズを商品によって解決す
ること」と理解させて解消するのが前者であり、「セールスの担当を変えてもらった
り、上司を変えてもらったり、別職種への転換を図ってもらうこと」が後者である。



（b）FA制
仕事とポストを決定、変更（人事異動）するのは経営の仕事（資源の調達・配分）

である。したがって経営者および経営者から権限委譲された人事部、部門長をは
じめとするマネジャーがこれを行う。

しかし働く側から見て、自分の意思が反映されない仕事、さらには意に反した仕
事をやることはモチベーションを下げる要因である。
これを少しでも和らげるべく「本人の仕事への希望」を先ほどのキャリア・カウンセ
リングやキャリアニーズ調査（「1年に1度、自分の仕事への希望を人事部へ出す」
というものが一番多い）などを通して、人事部が把握することも多い。ただ多くの企
業ではそれがどのように反映されるのかが不明確であり、「人事異動の参考にす
る」といったファジーなものとなっていることが多い。今のポストが不満な人から見
れば、「それが参考にされている」という感覚がないと「書いてもムダ」というムード
が生まれ、その仕組が機能しなくなる。機能しないと下がったモチベーションが「そ
のまま」ではなく、もっと下がってしまう。極論すれば「こんな仕事がいつまで続くの
か」という絶望感さえも持ってしまう。

ただ従業員各人の希望をすべて取り入れるわけにも行かない。そこで主にモチ
ベーションを意識して行う人事異動の制度が公募制である。プロ野球のFA（Free 
Agent）になぞらえて、FAと呼ばれることも多い＊。これは特定部門や特定職種（新
しいエンジニア、新しいセールス･･･）における増員、新規部門の創設などの時に、
経営、人事部などが決定した人数の範囲内で、その部門長などが組織全体の従
業員を対象に公募し、審査し、採用を決定するという仕組である。



この際必要なことは2つのルールである。1つは採用側のルールである。当該の
仕事に求められる能力を明確にし、どのように審査して採用者を決定するかをオ
ープンにして、その選考過程もすべて当該本人には伝えることである。このルール
の公平さとルールを守る公正さが担保されていないとモチベーションから見ると逆
効果になり、選にもれた人が更にモチベーションを落とすことになる。採用されな
かった人にはなぜ採用されなかったのか（CHECK）、この次は（増員する時、人事
異動する時）本人がどういう状態になれば採用されるのか（ACTION）を明確に説
明することが求められる。

2つ目のルールは応募側である。応募は一定条件を満たす人（勤務年数、能力
ランクなど）であれば誰でも応募でき、かつ応募するメンバーの上司はチームメン
バーの応募を「拒否できない」というルールが普通である。したがって応募には上
司の承認も不要であり（というよりも伝える必要はない）、かつ基本的には応募条
件に今の上司評価を入れず（FAさせたくなくて人事評価を落とすリスクがあるので
）、かつ不採用の人に不利益（応募したので今の仕事も「やる気がない」として、不
採用になった人に対し上司がポジションを変えたり、人事評価を落とす･･･）がない
ことを担保する。



このFAによるリスクは、FAによって人が移ってしまった部門が人数不足となるこ
とである。しかし組織としてFAする部門に一定人数の増員、配置を認めたのだか
ら、どこかの部門から異動させるしかない。いずれの部門も仕事は埋まっている（
埋まっていなければ通常の人事異動でそこから他部門へ異動させる）と考えれば
、「本人の意思」を優先させていくことがベストだと思う。そしてFAされた部門は自ら
もFAするか、通常の人事異動による増員、中途採用などを経営に求める。仮にFA
制を採用しなくても、この部門でFAで採用された人が出たということは、その人が
退職するリスクを抱えていたことになり、この部門の仕事のやり方を見直すチャン
スにもなる。

組織は業績よりもESを優先する。このES原則に従えば、少なくとも「FAを採り入
れない」という結論にはならないはずであり、どういう時にどういうタイプのFAを行う
かを設計することになる。

＊ FA制というとプロ野球のように、特定部門で一定期間在籍した人がFA権を取得し、その人の意思でFA宣言し、それを受け自部門を
含めた部門長がオファーを出すというものがイメージされる。しかしこれはさまざまな問題を抱えており、トライアルで実施しても多くの企
業がその後に廃止している。本書ではここに書いた公募型FAのようなものを検討対象とする。



（ⅲ）給与
給与によるモチベーションの変化をモニタリングするものである。
給与は173ページで述べたように、会社が労働者に労働対価として支払うもので

はなく、事前に組織と従業員の合意されたルールに基づいて従業員が分配を得る
ものである。ただその金額の上下によってモチベーションは変わる可能性はある。
しかし組織がそこに対して打つ手はない。できるのはフェアさだけである。

公正についてはサービス残業、人事評価のルール違反を見つけることである。こ
れらについては後述する。
公平については「ルール通りにやっているのに特定の従業員に不満が出た」時に
どうするかである。これはその不満の質によって2つの手を採る。1つは現在のル
ールが不公平と考える時である。例えば全く同じ仕事をしているのにプレイヤーか
ら管理職、つまり残業代をもらえない立場になり、給与ダウンするといったもので
ある。たしかにこれではいくら何でも不公平といえる。これについてはプレイヤーの
給与を下げるか、管理職の給与を上げるしかない。



前者は全プレイヤーの給与を下げるのではなく、そのバランスを変えることで上
がる人と下がる人を作ることである。プレイヤーの場合、残業代という時間給（353
ページ）の要素は必要だが、これだけではなく能力給、業績給などもあるはずであ
る。このバランスを変えることである。時間給では賃率×時間となっているので、こ
の賃率を変える。つまり賃率に能力給を導入し、効率よく仕事をやり勤務時間内に
終わった人の給与が上がるように変えることである。つまり残業が多い人の賃率
を下げ、残業が少ない人の賃率を上げ、かつ残業の少ない人をキャリアアップさ
せていく。その上で後者に対して手を打つ。それは管理職の業績給のウエイトを上
げることである。これによって業績の良い時はプレイヤーの基本給よりも給与レベ
ルが大きくなり、業績が悪い時はプレイヤーレベルと同じかやや上がるように設計
していく。詳細はPARTⅢで述べる。

もう1つの手はルールを公平と考える時である。無論ルールは変えない。そして
なぜ公平なのかを上司などから従業員に説明する。



（ⅳ）能力
能力によるモチベーション変化をモニタリングするものである。ここでのポイント

はモチベーションダウンの発見である。これには次の3つのパターンがある。
1つは能力と仕事のアンマッチである。これについてはESモデルによるものであ

り、すでに述べた。
2つ目は自らの能力が適正に評価されていないというものである。つまり人事評

価の中の能力評価への不満からくるモチベーションダウンである。これについては
人事評価ルールの公平さとその公正さ（そのルールどおりにオペレーションするこ
と）をチェックすることである。詳細はPARTⅢで述べる。

3つ目は能力が向上しないことに対してである。組織から見るとモチベーションダ
ウンをして学習意欲が下がっているように見えるものである。これについては前述
のように「すべての従業員は自らの能力を向上させたいという気持ちを持っている
」という仮説を持ち、学習意欲を下げる要因を見つけることである。この要因はいく
つか考えられるが、１つは「何を学習したらよいかがわからない」、「組織が期待し
ている学習をしても能力向上するとは思えない。向上したとしても今の仕事に役立
たない」といった学習テーマ、学習効率に関するものである。これは組織が今の仕
事、次の仕事のためにどんな能力を上げればよいか、上がったら仕事にどのよう
に役立つかを設計、公表、説明し、そのための効率的な学習方法を提示すること
である。これも詳細はPARTⅢで述べる。



もう1つは不公平である。会社としての人材育成（セミナー実施、外部教育への参
加）を特定の人は受けられたのに自分は受けられないというものである。これにつ
いては人材育成の受講条件とその理由を明確にし、その条件を満たす人なら誰で
も応募でき、応募者が多数の時はどうやって受講者を選定するかをはっきりさせる
ことである。



（ⅴ）ワーク・ライフ・バランス
生活の変化がそのモチベーションダウンをもたらす時がある。例えば家族を含め

た健康（体の調子が悪い）、育児、介護といったものが原因の時である。そしてこ
のことを上司を含め仕事を分担しているチームメンバーには言いづらい。これにつ
いては先ほどのメンタル・カウンセリング同様に、上司ではなく第三者によるカウン
セリング、というよりも相談窓口が求められる。そしてここでは「組織が皆で協力し
合う」という理念を持ち、できるだけそれを考慮して仕事を考えてあげることである
。そのためミッションなどに「人間尊重」（仕事よりもヒトを優先）「和」（協力してやる
ことを優先）やもっと直接的に「従業員の生活を最優先にする」といった言葉を入
れていく。つまり組織としての合意を意思表示する。

そのうえで組織としてワーク・ライフ・バランスを考慮しているテンポラリーな期間
には、人事評価、給与などに特例を持たせていくようにする。この詳細は次章で述
べることとする。



（ⅵ）ムード
最後は組織が設計したムードそのものについてのモニタリングである。これはム

ードを阻害しているものを見つけ是正していく。まずはセミナーなどを使ってムード
についての現状を組織のメンバーにディスカッションさせる。次にそこで得た情報
を基にムードを落としている犯人、特にリーダーを見つけそれを交代させていく。部
下が行うディスカッションで、責任追及型リーダー、暗いリーダー、利益ばかり追い
続けるリーダー、アピールばかりしているリーダー、年上の先輩を圧迫しているリ
ーダーといった人を見つけ、設計されたムードに合った人に交代させていくことで
ある。そして交代させられる人、交代する人両者にその理由を伝え、納得させ、前
者にはどうすればカムバックできるかを話し合う。



（２）コミュニケーション
ワーキング・イノベーションでは組織内外のさまざまなコミュニケーションについて

設計する必要がある。このコミュニケーションは次の4つに大別される。
①上司と部下のコミュニケーション

ここでのコミュニケーションの中心は上司からの指揮命令と部下からのそれに対
する報連相である。これらは基本手段をメールとする。その理由は次のとおりであ
る。
（ⅰ）メールコミュニケーションにする理由
・保存性
セミナーで上司についてディスカッションをすると「上司の指示がブレる」という意見
がよく挙がる。口頭の指揮命令では報連相で「言った、言わない」でもめることも少
なくない。そして部下側でこれを感じていても普段の仕事では口には出さないこと
も多い。さらには言い方、聞き方による誤解も多い。
メールにすればすべて保存されているのでこれらのかなりの部分が解消される。と
いうよりも効率性、正確性から考えても指揮命令、報連相を口頭でやる理由が見
当たらない。「紙などの文書でやる」ということもそのスピード性から考えて問題外
である。

（２）コミ
ュニケーシ
ョン



・監査性
この上司の指揮命令、さらには部下の報連相も組織としては監査対象であり、口

頭では違法、ルール違反となるものが発見されない。近年退職者などからの違法
行為の社会へ通報（裁判など）は、ほとんどすべて口頭のものを録音してなされて
いる（部下にとって都合の良い部分だけが録音されていることも多い）。このコンプ
ライアンス違反の予防とコントロールの面から考えても、すべて結果が残り、かつ
消去することはできないメールとすべきである（メールはシュレッダーが不可能。メ
ールサーバーの情報を発信者、受信者が消去することはできない）。
・同報性

指揮命令は上司が複数の部下に同一のものを出すことが多く、かつその指揮命
令について他部署の関係者も複数いる。さらには上司の上司からの指揮命令も
多く、上司がこれを歪めてしまうことも多い。これをメールの同報機能（宛先複数）
を以って行うことができる。
・上司と部下の人数

上司より部下の人数が多い事が普通である。しがたって上司よりも部下のコミュ
ニケーション親和性が求められる。上司と部下を比べれば一般的に部下の方がメ
ールを希望することが多く、これからもメール、LINEで育ってきた世代が増えてくる
。そしてコミュニケーション・プラットフォームもそれに合わせ、現段階ではスマホ中
心とするのがノーマルであろう。

ここまでは一般的な組織でもすべてあてはまることだが、ワーキング・イノベーシ
ョンでは次の点からも強くメールが求められる。



・非同期性
ワーキング・イノベーションでは上司と部下、部下同士が必ずしも時間の同期を

とって働く（同じ時間に働く）というわけにはいかない。つまり非同期の下で、1つの
仕事を分担してやっていくことになる。したがってそのコミュニケーションも非同期
を原則として行う必要がある。しかも残業については「部下が上司の指示待ち」と
いうだけではなく、「上司が部下たちの仕事の終了を待って残業する」というものも
多い。ここでも非同期が強く求められる。
・ダイバーシティ

性の違い、言葉づかいなどの価値観の違い（若者とベテラン）、さらには言語力
の違い（コミュニケーションが同一言語ではない）を考えると口頭のコミュニケーシ
ョンは問題が多すぎる。特に上司と部下という上下関係では、これによってパワハ
ラ、セクハラ（部下がハラスメントと思うのがポイント）が起きる要因にもなる。



（ⅱ）メールコミュニケーションの問題点と解決策
一方メールのコミュニケーションツールとしての問題点とその解決策は以下のと

おりである。
・受信確認

メールの非同期が抱える問題である。口頭コミュニケーションでは相手の受信を
発信者が目や耳で確認できる。しかしメールの弱点は発信側から相手の受信確
認が難しい、というよりもやろうとすると「了解」というメールが上司の所に同報人
数分来てしまう。これを補うのがLINEであるが、LINEでは同報性、特定性（特定の
人への情報）といった面でやや難がある。これについては「発信」を以って「受信」
とすることが原則であり、指揮命令ではメールの発信を以って効力を発揮し（受信
者もいつ発信されたかがわかる）、受信確認は不要とすることである。
・ワーク・ライフ・バランス

勤務時間外にもメールが来るという問題がよく指摘される。これについては「勤
務時間外はメールを受信（発信ではない。「勤務時間は人によって違う」が原則で
ある）してはならない」という社内ルールを作ればすむ。というよりも上司側に勤務
時間外の指揮命令は労働法に反する行為ということを徹底させる。そして勤務時
間外の緊急連絡（事故など）には携帯電話、LINEなど同報性の高いコミュニケーシ
ョンを準備しておく。



・情報の混乱
メールのデータベースは時系列およびそれ以外の情報でソートが可能であるが

、メールの数が増えるとどうしてもその整理が難しくなってくる。これについては、組
織としてのメールのデータベースシステムの選定が求められる。メールへのキー
付加（もちろん操作性も考慮して）をベースとして、パーソナルデータベース化によ
る操作性の向上を考える（階層的な構造とする。関連のあるメールが寄せられる･
･･）。
・人間らしさ

仕事をメールオンリーとすると「隣の人にもメールを打つというのは人間らしさを
失う」という指摘がある。ただ何を以って「人間らしい」か、もっと言えば「仕事にお
いて人間らしさとは何か」は人によって考え方が違う。私の会社は仕事に関しての
コミュニケーションはすべてメールであるが（というよりもある時からそうしたが）人
間らしさが失われていると思ったことはない。組織のトップですべての人の上司で
ある私にとっては、やはり同期性がある電話、口頭の方が“楽”だが（そして時々ル
ールを破ってしまうが）、すべての部下にとってこれらの同期コミュニケーションは
仕事のディスターブ（仕事中にじゃまする）でしかない。

そして口頭を必要とするものについては、その手段を担保しておくことである。例
えばカウンセリング、監査、多くの部下の意見を同時に聞く、部下の意思を聞いて
から上司が意思決定する、といったものは、面談、会議の場を持つことにすればよ
い。



②上下関係のないチーム内コミュニケーション
チームの仕事に関する事実（報告など）、意見といったものはメールを原則とし、

その頻度が高かったり、リアルタイム性が高いものは、口頭、LINEのようなSNSを
用いる。

一方アイデア出しなどのいわゆるブレーンストーミングにはメールは向かない。
つまり人のアイデアなどの意見を多くの人が聞いて、その聞いた方がそれをヒント
にアイデアを出していくというものである。これについてはやはり１ヶ所に集まって
やるというのが基本であろう。しかしその時間の同期がとれなかったり、場所的に
離れている時は、その保存性、整理の操作性（エクセルなどとの親和性）からWeb
サイトの掲示板などがその中心となろう。
③チーム外のメンバーとのコミュニケーション

チーム外の人（つまり異なる上司を持つ人）とのコミュニケーションはすべてメー
ルを原則とする。その理由は同報性であり、それぞれの上司への報告の同一性を
保つためである。つまりこのメールは各上司へのCCを原則とする（上司は多くのメ
ールが来ることになる。だからやめるというのではなく、メールデータベースの操作
性を高めることでこれをクリアする）

プロジェクトスタイル、委員会スタイルのように集まって会議のような形でやる場
合は、必ずプロセスを含めて議事録にまとめ、メンバー全員、およびその上司がこ
れを共有し、合意する。というよりも議事録に書いてないものはそこでの合意情報
とはなりえないとする。



④組織外部とのコミュニケーション
組織外部とのコミュニケーションの最大の問題点は、そのコミュニケーションスタ

イルを自社だけで決められないということである。特に相手が顧客の場合はそれ
が顕著である。しかし、「自社としてのルール」（これは自社で決めることである）は
「組織外部とのコミュニケーションはメールを原則とする」と決める。組織外部との
コミュニケーションにおいては、メールのメリットである保存性、監査性、同報性、非
同期性、ダイバーシティといったことがより強く求められるからである。

このルールの適用を顧客を含めた組織外部に求める。そしてその組織外でのブ
レーンストーミング的な打合せ、プロジェクト、重要会議としてやる時は上記のWeb
サイト、議事録ルールで共有する。

ただ顧客などによってはその「原則としてメール」を認めないこともある。この場
合は打合せなどを口頭で行うこともやらざるを得ない。そしてここでは更に強く議
事録の顧客承認が求められる。

顧客、取引先においてはこのメール、議事録を外部との債権・債務（すなわち契
約）に関するエビデンス（証拠）として使う。契約は口頭でも成り立つが、メール、議
事録は強い債権・債務の証明機能を持つ。つまり契約書と同等である。これによっ
て自社の債権を守り、現場判断による債務不履行（約束したことをやらない）、潜
在クレーム、さらには違法行為の発見にも役立つ。すなわち顧客から自社への、
あるいは自社から取引先への優越的地位の濫用＊や顧客指示などによる違法残
業をはじめとする不法行為を見つけることができる。つまり監査性が最大のメリット
である。
＊ 取引上優位にある方が相手に対して不利益を与えること。独禁法の不公正取引にあたる違法行為である。



（３）働く場所
①オフィス

会社が協働のための組織であると考えると、特定の仕事、特別の事情（これをイ
レギュラーと表現する）を除き「一緒に仕事をする人が一か所に集まって仕事をす
ること」が原則である。そして働く人の住居を考えると、地域ごとに「働く場」（住居
から通勤する）が必要である。これをオフィスと表現する。

オフィスの問題は住居との関係、つまりワーク・ライフ・バランスである。組織効率
から考えればその地域での仕事量、仕事の内容、および家賃などのコストを考慮
した最適なオフィスを考えていくことがベストといえる。しかしそれでは随時転勤し
なければならず、生活上、引越しというロスだけでなく、住む家、家族との生活とい
ったことが問題となる。つまりオフィスを働く人から考えると、転勤がオフィスにおけ
る最大の問題であり、ワーキング・イノベーションではこの設計が大切なポイントと
なる。

この転勤を組織側から見ると、組織ニーズに基づいて働く人の合意を得るという
スタイルとなる。つまり申込と承諾という契約の基本である。転勤は労働契約の大
きなポイントであり、労働契約は「働く場所」を含めて契約していると考えられる。し
かし転勤ごとにその合意（＝変更契約）を得るというのは組織設計上やや無理が
ある。働く人と会社の基本的な契約を結んでおいて組織の転勤ニーズ（いわゆる
内示）に対して本人の合意を求めるというのが原則であろう。この長期契約スタイ
ルはいくつかのパターンを組織側が用意し、本人がこれを選択するという形以外
は考えづらい。

（３）働く
場所



（a）オール合意型
国内、海外を問わず、すべての転勤に対して随時合意するものである。

（b）国内合意型
海外は拒否し、国内のみの転勤を随時合意するものである。

（c）本拠地中心型
家を購入し、家族を持っている人にはこのタイプも提供する。これは家から通勤

できる範囲を本拠地とし、これ以外のオフィスへの転勤については「制約」を設け
るものである。例えば「本拠地以外への転勤は通算で5年以内」といったものであ
る。
（d）本拠地固定型

特定の場所（自宅など）から通勤できる所以外への転勤（つまり引越しを伴う転
勤）を拒否するものである。

そのうえでいくつかの事を決めなくてはならない。まずはワークスタイルの変化に
よるパターン変更である。これは随時変更できる（といってもオール合意型からす
ぐに本拠地固定型へというのは無理なこともあろうが）というのが基本であろう。



2つ目は人事評価であるが、単年度では基本的には考慮しない。（a）～（d）のど
のスタイルでも期間の人事評価のルール、オペレーションも同じというのが原則で
あり、法が求めるものである。

3つ目はポストである。このポストは完全に仕事を非同期とすることは難しいので
、オフィスという勤める場所とキャリアアップなどの能力ランクに関係するのが一般
的である。したがってキャリアアップに関係性を持たざるを得ない。（d）のタイプは
本拠地内の長（営業所長、支店長など）が最上位であり、そのエリア内の限定的な
ポストが対象のためキャリアアップのスピードは遅くならざるを得ない。国内のエリ
アを越えたポスト（本部長など）は（b）、（c）の順にそのキャリアアップスピードが上
がるという形になろう。113ページの政府の意向（転勤を昇進の条件としない）から
考えて、これがギリギリの所であり、公平だと思う。つまり転勤の可否は自ずとポ
ジションに影響を与えることである。ただ将来的には「どこにいても、どんな仕事で
もできる環境」を目指す。

4つ目は給与であるが、上記のポストによる影響を受けることになるが、ライフへ
の負担を考えると住居、家族との生活（育児、パートナー、介護･･･）などに関し生
活手当（355ページ参照）を設けるのが基本となる。



②イレギュラー
特別な仕事、特別な事情でオフィス外で働く人もいる。ただし組織にはいるので、

無論オフィスと働く人の関係は保たれている。つまりチームに所属という概念はあ
る。これには次のようなパターンがある。
（ⅰ）営業、オペレーション（保守、配送･･･）などの外回り

ここでの問題点は勤務時間とオフタイムの区別である。「直行、直帰（1日外回り
して一度もオフィスへ出ていない）は禁止」という会社もあるが、出張を認めている
ことや、ワーキング･イノベーションでは上司からの指揮命令、上司への報連相が
メールということを考えると、禁止する根拠が見当たらない。

問題は勤務時間の特定であるが、92ページのみなし労働を適用しないのであれ
ばモバイルツール（スマホ、タブレット･･･）による出社、退社連絡がノーマルであろ
う。

このスタイルの働き方では上司とのメールでのコミュニケーションが特に効果を
発揮する。つまり保存性、監査性、同報性、非同期性が威力を発揮する。

ただオフィスとの環境の違い（社外秘情報がモバイルでは見られない、スマホし
かないのでパソコン作業ができない･･･）があって帰社する必要があることが多か
ったり、担当顧客が広範囲に広がっていて時間ロスも大きい時は、サテライトオフ
ィス（原則、社員なら誰でもオフィスワークができるスペースを通常のオフィス以外
に準備すること）も検討すべき要素である。



（ⅱ）現場
その仕事がオフィス外の特定場所でやることを要求しているものである。いわゆ

る“現場”での仕事であり、顧客や取引先のオフィス、工事現場といったものがその
代表である。

現場はその仕事の性格上、自社の従業員だけではなく、顧客企業や取引先企
業の従業員、派遣社員といった社外の人と協働していることも多い。ここでは指揮
命令権の混乱（誰が上司かわからなくなる）が見られ、労働法などのコンプライア
ンスリスクも高い。
ここでのポイントは、いわゆる現場責任者である。従来からこういう現場では自社
の責任者を決める必要があるし、多くの会社も当然そうしてきた。実質的には現場
責任者がそれ以外の現場メンバーに指揮命令していくのだが、その責任者がいわ
ゆる管理職でないことも多い。つまりメンバーとの関係は労働法上の指揮命令者
という正式な上司ではなく、本人にとっても労基法上の適用除外（残業代が払われ
ない）ではない。しかもこのケースでは、本来の管理職は現場ではなくオフィスにい
ることがほとんどである。現場責任者が指揮命令する相手は派遣社員といった社
外の人もいるばかりではなく、請負契約の取引先の社員など指揮命令を「しては
いけない人」もいることも多い。そして逆の立場で顧客などの「指揮命令を受けて
はいけない人」も存在する。これだけコンプライアンス違反を含めたトラブルリスク
が高いのに何の手も打たない会社が多いのは不思議である。仮に打っていてもコ
ンプライアンス意識の徹底といった“精神論”で終わっている。



ここでなすべきワーキング・イノベーションはこの責任者の立場を明確にすること
である。ベストと考えられるのは管理職の仕事（プレイヤーの仕事を兼務していて
も）をやっているのだから、正式な管理職（変な言い方だが）とすることである。人
事制度上、課長、担当課長からが管理職なら、そのポストを与えることである。

そしてそれが何らかの事情（人事制度変更が間に合わない。現場への仕事がテ
ンポラリーでオフィスに戻った時に、管理職では他の人との間で不公平感がある）
で難しいなら、正式な権限委譲を行うことである。すなわち責任者が文書による計
画を作り、その計画書にある仕事の指揮命令権を得て、リアルタイム・アカウンタ
ビリティを義務とする。管理職たる上司が指揮命令をメールなどで直接やることが
実質的に不可能ならこれしかない（管理職にする場合でも計画書での権限委譲は
求める）。そしてこの権限委譲により現場責任者と上司は共同責任となり、かつ現
場責任者が管理職でなければ残業代も払う。つまり出退勤時間は現場責任者の
上司が管理する。



（ⅲ）テレワーク
上記（ⅰ）、（ⅱ）以外のパターン、主に生活上の都合でオフィスで働くことができ

ない、あるいは働く時間が限られている時は、オフィス以外（普通は自宅）での勤
務を認める。この場合、すべてテレワークというのは例外的であり、何らかのオフィ
ス勤務（週1日オフィスへ行く、曜日、時間によってテレワーク･･･）があるのがノー
マルである。

この時はその住居にオフィスと同等の勤務環境が求められ、多くの場合インター
ネット経由でのコミュニケーション、情報提供となる。59ページで述べたように政府
が推奨しているものである。これは住居をサテライトオフィスと考えるものであり、
その機能実現コスト（設備費、通信費などのワークコスト）は会社負担である。これ
は203ページの勤務地パターンの一類型としてとらえるべきであり、パターン変更、
給与、人事評価、ポストといったことはそのルールに従う。

外回り、現場勤務を会社が認めていることを考えると、これを禁止する理由は見
当たらない。私の会社でもテレワークスタイルでやっている人がいるが、たしかに
コミュニケーション面（面談ができない）での脆弱さは少しだけあるが、ほとんど問
題なくその働くパフォーマンスは発揮されているし、他メンバーとのコラボレーショ
ンもネットワーク上でできている。



（４）IT
これまで述べてきたことでもわかる通り、ITの進展とワーキング・イノベーションは

密接な関係にある。ここではITについてワーキング・イノベーションの面から整理し
たい
①IT部門の役割

多くの会社には情報システム部（1人のこともあるが）といった形でIT部門が存在し
ている。その役割ははっきりしていないことが多いが、「IT、情報システムに関する
すべての事」といった感じであろう。この役割が不明確なこともあり、ITに関する仕
事のエアーポケット（これは情報システム部の仕事ではない。では誰の仕事？）が
生じることも多い。

IT部門は経営スタッフ＊としての役割とマネジメントスタッフ＊としての役割がある。

＊ 327ページ参照

（４）Ｉ
Ｔ



（ⅰ）経営スタッフとしての役割
経営スタッフとは経営の仕事をサポートする人である。そのサポートする経営の

仕事は次の4つである。
（a）パブリック・リレーションズ

社会との関係を設計するものであり、経営スタッフとしてのここでの最大のサポ
ートはセキュリティである。これについては後述する。
（b）戦略ベクトルの策定

IT戦略ベクトルの策定をサポートすることである。ワーキング・イノベーションにお
けるIT戦略の対象は「働く人のためのIT」である。つまり働く人にハッピーをもたら
すITの導入である。この反対側にあるのがIT導入により働く場を減らすこと、つまり
リストラなどの人減らしである。
（c）資源の調達・配分

上のIT戦略に基づいてIT機器、ソフトウェア、ネットワークなどITを導入したり、そ
れを組織へ配分していくことである。近年ではIoTの導入がその最大テーマといえ
る。IoTのオペレーションについては顧客へのサービス提供といった面もあるが、そ
れはマーケティング部門が担うべきテーマであり、IT部門はこれを上記の働く面か
ら下のマネジメントスタッフとしてサポートしていくことになる。
（d）コントロール

これについてもセキュリティが最大のテーマであり、後述する。



（ⅱ）マネジメントスタッフとしての役割
プレイヤーをサポートするのがマネジメントという仕事である。マネジメントスタッ

フとはこのマネジメントをサポートする人である。このITサポートの中心はヘルプデ
スク機能（わからないことを聞く窓口）である。ITリテラシー（ITの操作能力）は人に
よって大きな差があり、それはやっている仕事よりも年齢によるものが多い。その
ため上司の方が部下よりもITリテラシーが低いことが多い。そしてそれがメールを
始めとするIT化のネックとなることも多い。ITリテラシーは教育で何とかなるもので
はなく、ヘルプデスク機能でサポートして自ら使ってもらうしかない。そして社内で
のIoT導入でマネジメントにはより強くITリテラシーが求められることになる。したが
ってIT部門のITヘルプサービスもより大切なものとなってくる。



②ITと働く人
IT戦略の基本が「働く人のためのIT」であるから、マネジメントスタッフとしての役

割がIT部門の中心である。ただ経営スタッフとしての戦略ベクトルの策定とボーダ
レスとなる。それはIT戦略を立案し、かつそれを遂行していくのはともにITプロフェ
ッショナルが望ましいからである。IT戦略ベクトルをテーマ別に考えると次のように
なる。
・仕事の生産性の向上→高付加価値化

ITの初期テーマは「生産性の向上」にある。生産性はインプットとアウトプットの比
で、主にITはこのヒトというインプットを下げることに貢献する（している）。そして今
、IoTがさらにこの生産性向上に貢献することが期待されている。
働く面から見て生産性の向上には2つの面がある。1つは所定時間を超えてしまっ
た仕事を所定時間内に収めていくというものである。つまり残業時間の削減である
。2つ目は所定時間内に収まっている仕事の生産性向上である。
1つ目のテーマも必ず2つ目に向かっていく。これをさらに進めるとリストラ（人減ら
し）となってしまう。これはワーキング・イノベーションの理念に反する。ではどうす
るのか。多くの人間がやりたくない仕事（3K：危険、汚い、きつい）、人間でなくても
できる仕事（単純な繰り返し作業）を減らし、それによって人間のやりたい仕事、人
間しかできない仕事を増やしていくと考える。すなわち仕事の高付加価値化（291
ページ参照）がIT化の目的であり、これがIoTの働く面からのテーマである。



・情報化
ITの2つ目の狙いであり、仕事に必要な情報をタイムリーに得ることである。これ

は情報化と表現できる。データとは「発生した状態」であり、情報とは「人が仕事に
使える状態」である。つまり情報化とは発生したデータを特定の人が使える状態に
することである。ここではデータ発生元と情報利用先が違うため、それを実現する「
仕組」が必要である。これが情報システムと呼ばれるものである。
情報利用は働く人の仕事で、情報システム構築はIT部門の役割である。ここでの
ポイントは2つある。
1つはデータ入力作業の削減である。データ発生元の人はそのデータを使わない
ことも多く、「入れるだけ」となってしまう。これにパワーがかかると、「入れるルール
」を作ってもそれをやらなくなる。ここでは「入れなくても使えるようにする」ことであ
る。つまり仕事をやれば自然とこれが情報システムに入っていく仕組である。「勤
務時間」というデータであれば、出退勤カードをオフィス入退出時にスキャンすれ
ば入力される、仕事別の勤務時間はIoTでとらえる（そのために動作をセンシング
する）、売上データは請求書発行で自動的にとらえる･･･といったことである。すで
にIT化が進んでいるものも多いが、IoT技術の進展でほとんどのものが可能となる
。



2つ目は情報利用の操作性であるが、ここではフレキシビリティがポイントである
。つまり「いかなる形でもデータを見ることができるようにする」ということである。こ
れにはWeb＊型の情報システムが求められる。つまり自動的に入ってきたデータは
発生元のサーバーに入り、このサーバーはWebネットワーク＊化され、利用者は自
らのクライアントから自らでデータ収集し、自ら情報へと加工していく。データ収集
を行うためにどのデータがどのサーバーのどこに入っているか、すなわち住所を
知っておく必要がある。その住所を基に情報を収集し、自らが使うように加工して
いく。一般的な加工はエクセルで事足りる。ただ何度も繰り返していつも定型的に
見るもの（データが次々と更新されていく）にはワンクリックでデータ収集、情報収
集ができるようにしておく。これをビューという。このビューは各人に共通しているも
のが多いのでIT部門が作成して利用者に提供する。さらにはあいまいなデータ（
××した顧客の〇〇に関するデータ）はキーワードで検索（いわゆるGoogle検索）
する機能も必要である。
これらデータ住所（もちろん体系化して）、ビュー、検索エンジンなどを自らのクライ
アントの最初のページとしておく。これをポータル（玄関）という。このポータル設計
もIT部門の仕事である。

＊ Webはクモの巣という意味。Webネットワークとはそれぞれがクモの巣のようにつながっている状態のこと。



・ネットワーキング
情報システムは情報収集が目的であるが、このWebネットワークはもう1つのニー

ズを生んだ。情報発信である。つまり利用側がニーズを持っていない情報をもデー
タ発生元が発信していくものである。この典型がメールというコミュニケーションで
ある。これをさらに利用先を指定せず発信していくスタイルにしたのがTwitter、
Facebookというものである。

この不特定多数への発信ニーズがあることをTwitter、Facebookは教えてくれた
。そして新しいコミュニケーションを生んだ。これは生産性向上や情報化のちょうど
反対側にあるものであり、「仕事の楽しさ」を高めるものといえる。ES原則から考え
ると、組織としては一定の制約（人の誹謗中傷、怪しげな噂は排除するなど）を設
けるにしても、サポートすべき機能であり、その機能実現を担うのは無論IT部門で
ある。

IT部門としてこれらのことを考慮して社内にネットワークを構築していくのである
が、自社ですべて行うというのは不可能である。プロのITベンダーのサポートが不
可欠である。そしてメールなどを考えるとすべて自社内でネットワーク構築するの
も理想的ではない。そうなるとITベンダーのクラウド＊などの外部サービスをどれく
らい利用するのかがポイントとなる。そしてこのITベンダーの選定と作業分担がIT
部門にとって最大の仕事といってよいものになる。

ただ働く人の側から見ればITベンダーは見えず、働く人のITに関する“すべての
窓口”はIT部門である。

＊ インターネットを通してデータ処理などを行うサービスのこと。雲（クラウド）の向こうでやるイメージ。



③セキュリティ
組織としてITを考える時、その最大のポイントはセキュリティである。そして働く人

から見ると、これによってめんどうな手順が必要となり、操作性の悪化をもたらす。
セキュリティを組織と働く人の両者から見てみよう。
（ⅰ）組織から見たセキュリティ

組織全体として見ると、セキュリティには2つのテーマがある。
1つはどこまでやるかである。万全のセキュリティなどない。どんな強固な壁を作

ってもそれを破ることはできる。そうなるとセキュリティの「度合い」を意思決定しな
くてはならない。極めて難しいテーマであり、プロの領域である。これこそITベンダ
ーにサポートを受ける分野である。

「組織の基本的な考え方」としては、社会の基準に従うべきである。社内ネットワ
ーク全体としてはISMS＊1、働く人の個人情報は顧客の個人情報なども含めてプラ
イバシーマーク＊2といったもので、ITベンダーのサポートを受けて「社会的レベルに
ある」ということを認めてもらうことである。

もう1つは万全なセキュリティがないのだから、「セキュリティ事故が起こる可能性
は常にある」ということである。だから発生時対策を考えておく必要がある。これに
関しては上のISMS、プライバシーマークといったことが発生時対策の1つとなる。も
し自社でセキュリティ事故が発生しても「ずさんな管理体制」といったマスコミから
非難を受けないことである。あとはセキュリティ保険（広い意味での保守）しかない
。セキュリティ事故による損害を補填するものである。
＊1 Information Security Management System：企業の情報セキュリティのマネジメントシステムが一定の状態にあることを審査し、認証
するもの
＊2 個人情報の管理について一定レベルになっているかを認定するもの



（ⅱ）働く側から見たセキュリティ
情報セキュリティは組織を守るものであり、一般のセキュリティ（入退室管理など

の警備…）と同様に、組織メンバーはどんなにわずらわしくてもそのセキュリティル
ールを守らなくてはならない。それが自分の組織、情報、ネットワークを外敵から
守っている。そしてセキュリティルール違反は当然のことながらペナルティを受ける
。IT部門はすべての従業員に対して、ルールだけでなくセキュリティの意味を経営
スタッフとしてきちんと説明しなくてはならない。



第２章
重点戦略ベクトル

第2章 重点戦略ベク
トル



１．残業削減

PRATⅠで述べたように最近の労働行政、労働立法の主要テーマの1つは「残業
削減」である。社会は残業に対する基本的考え方を変えるように要求している。そ
れは「労使協定で決まった残業の上限は特例、緊急避難であり、いつまでも続け
てよいものではない。基本的には残業をなくし労働契約の所定労働時間を守れ」
というものである。そしてその規制は時とともに強化されることはあっても緩和され
ることはない。
企業から見れば、いきなりは無理でも「残業ゼロ」を目指していくことが必要とな

る。つまり直近の残業規制を守る“手”だけではなく、長期的に残業ゼロを目標と
する経営計画が求められる。
ここではそこへのアプローチを設計したい。

１．残業削減



（１）残業のメ
カニズム（１）残業のメカニズム

まずは残業がどういうメカニズムで起こるかを考えてみよう。これには2
つの側面がある。
①仕事量
組織としてある特定の時間（納期と表現する）までにやらなければなら

ない仕事（このボリュームを仕事量と表現する）があり、これを一定の人
数（もちろん1人のこともあるが）で、一定の仕事スピード（1人あたり、
単位時間あたりの仕事量。これを生産性と表現する）でこなさなければな
らない。そしてこれが終わった時、以下のような式が成り立つ。
仕事量＝人数×生産性×実労働時間
これを労働時間から見ると次のようになる。

ここで実労働時間が所定労働時間を超えると残業となる。したがって残業
を減らすためには次の3つの方法が考えられる。
・仕事量の削減
・人数の増員
・生産性向上



②バラツキ
組織全体として仕事量に対して十分な人数と生産性を持っていても、残業が発

生することがある。それがバラツキである。これには2つのパターンがある。
・仕事の時間的バラツキ（2月はヒマで8月は忙しい）
・人間による仕事のバラツキ（ある人はヒマである人は忙しい）

ここでの残業削減は平準化がノーマルである。すなわち前者は仕事の平準化（
仕事の時間的な波をなくす）、後者は人の平準化（人による仕事量の差をなくして
いく）である。

つまり残業削減は仕事量削減、増員、生産性向上、平準化という4つの手段を用
いて行っていくことになる。



（２）残業規制
残業削減というテーマは、「資源の調達・配分」という経営者の仕事である。そし

てこの仕事にも当然のことながら経営目標が求められる。そしてこの経営目標に
基づくプレイヤーへの残業規制をマネジメントを通して行う。
①残業削減の対象者

80ページのように労働法では管理監督者を時間規制の対象外としている。つま
り管理監督者の残業代を払わなくてよいことになっている。しかし厳密に言えば労
基法の残業時間適用除外の人はロワーマネジャークラスにはあまりいないと思わ
れる。しかもこのロワーマネジャーという上司が残業しているために、プレイヤーで
ある部下も残業している（会議、報告、共同作業のみならず、帰りづらいムードもあ
って）ことも多い。つまり上司の残業時間を削減すれば部下の残業時間も減る可
能性がある。
そこでロワーマネジャーも（残業代は払われないにしても）残業規制の対象とする
。

（２）残業規
制



②現在の残業時間の把握
目標を作る際には過去の実績をベースとすることがほとんどであるが、この残業

時間については法の厳密な適用（95ページ）が求められている。というよりもワー
キング・イノベーションでは労基署の指摘を待たずしてこの方法によらなくてはなら
ない。つまり働く人の自己申告（さらには組織へのロワーマネジャーからの報告）
で労働時間を測定するのではなく、何らかの形で機械測定（入退室カードのスキャ
ンデータ、パソコンのログタイム…）することを原則とする。たとえそれがオフィス以
外のいわゆる現場であってもタイムレコーダー的なものが求められる。労働時間を
自己申告の下で後述する厳しい残業規制をやっていくと、サービス残業（実労働
時間の虚偽申告）が生まれる。このサービス残業が外部にわかった時の組織ダメ
ージは極めて大きい。前述のように宅配便最大手のヤマトは1事業所でドライバー
のサービス残業が指摘された（その後、送検）のをきっかけとし、「全社でサービス
残業の実態を調査し、過去2年分の残業代（賃金未払いの時効は2年）支払うこと
を決めた」と報道された。



③削減目標
測定方法が確定したら、これにより実労働時間をすべての従業員について確認

しなくてはならない。そのうえで残業時間を測定する。
まずは異常値（三六協定を超えているといったものだけでなく、仕事のピーク時

などにおいて平均から飛び抜けて多い残業時間など）をはずした上で、「1人あたり
月あたりの残業時間」について部門別、職種別など同一労働グループの平均値お
よび標準偏差を計算する。

これをベースに残業上限を決める。基本的には同一労働グループにおいて10％
（5％でも可）のヒトが現状でこの上限を超える状態に設定する。つまり現状でこの
残業規制時間を適用すると、上記の異常値以外のノーマルな人について10人に1
人はこの上限を超えてしまう状態である。例えば残業の平均時間が月20時間、標
準偏差＊1が10であれば上限は33時間となる＊2。「残業時間20％削減」という目標を
作る会社もあるが、残業している人はそのバラツキが大きいことが普通である。残
業60時間の人も5時間の人も20％削減が目標というのはおかしな話であるし、「総
残業時間を20%削減」という目標もそのターゲットが見えない。残業削減の基本は
組織としてトータルの残業時間を減らすのではなく、ピークカット（大きい人を減ら
す）ことである。



この値が当面（この後述べる残業削減策を実施する前）の同一労働グループの
残業目標値となる。三六協定は各グループの中で最大になる残業目標値＋α（＜
月45時間）となる。これを毎期くり返していく。すなわち前期の残業実績から当期の
残業目標を上の手順で求めていく。
そのうえで「将来の残業時間削減目標」というよりも、とりあえずのゴール目標を決
定する。やり方としては「本来のあるべき姿」を設計し、それに何年で近づけていく
かを考える。残業削減を先行したIT業界は残業の上限目標を1日1時間（1ヵ月20
時間）としている。
これを設計したら従業員に伝えるだけでなく、長計などの経営計画の中に織り込
み、公表していく。

＊1 標準偏差とは「平均からのバラツキの平均のこと」。エクセルのSTDEV.Pという関数で計算できる。
＊2 残業時間を正規分布と仮定すれば、この残業上限は「平均値＋標準偏差×1.3」で求められる。



④残業時間上限規制
残業削減目標をベースとして経営者としては残業時間の上限規制を行う。この

残業時間上限規制はピークカットであり、次のようなカットラインを設ける。
（ⅰ）個人裁量ライン

個人の裁量で残業してよい上限であるが、これは一切ない。法的には残業はす
べて上司の指揮命令と本人の合意で行う。

しかし現実的には、オフィスで働く従業員の多くはその仕事が完全にパターン化
されている（上司から事細かく指示されて、指示どおりに働く）わけではなく、自らの
仕事を自らの裁量でやっていることが多い。労基法で定義している「労働」（指揮命
令に入って働く）とは異なる。だから自主的な残業も多い。しかし所定労働時間内
は自分の裁量で仕事をやっていたとしても、残業は別である（92ページの裁量労
働制でない限り）。そして所定労働時間は会社と労働者が対等に結んだ契約であ
り、労働者側にもそれを守る義務があり、その変更には会社（その代表としての上
司）の合意が必要と考えられる。
（ⅱ）マネジャー裁量ライン

マネジャーレベル（ロワーマネジャー＆ミドルマネジャー）で許容されている残業
の上限であり、経営側が同一労働グループごとに示す。基本的には先ほどの「会
社として決めた労働グループごとの残業上限」の70～80％で設定する。会社として
の上限が33時間ならマネジャー裁量は月25時間といったものである。これはマネ
ジャーは自らの計画によって権限委譲を受けたチームの仕事（167ページ参照）を
「プラスの誤差『月25時間』まででやりなさい」というコントロールである。ここで使う
マネジャーの残業削減の手は、「人の平準化」がメインである。



（ⅲ）経営決裁ライン
先ほどの残業上限そのものである。したがってマネジャー裁量ラインを超えた残

業は経営者の決裁となる。先ほどの例ならマネジャー裁量ラインの月25時間を超
えて33時間までの残業は従業員1人1人につき事前に経営の代行としての経営ス
タッフ（人事部やこのために作られた「働き方改革室」など）の決裁を必要とする。
（ⅳ）三六協定ライン

これは法的に超えることのできないラインである。
大きなトラブルなどの緊急事態で個人の残業が経営決裁ラインを超えざるを得

ない時は、この例外として緊急残業を認めるが、それでも無論三六協定は絶対に
超えられない。

以上のルールの下で、プレイヤーとマネジャーは週、月単位に仕事の量を確認、
調整し、合意の上で労働時間計画を作る（もちろんマネジャー裁量のライン内で）。
この計画の下で基本的にはプレイヤーが個人裁量で働き、マネジャーが始業、終
業の確認（基本的には機械処理とする。そうでないとプレイヤー全員が帰るまでロ
ワーマネジャーがいなくてはならない）を行う。修正が必要となった時は「前日まで
に」というのがノーマルなルールであろう。



⑤付帯規制
残業時間削減を担保するために、以下のような付帯規制が考えられる。

（ⅰ）ノー残業デー
全従業員を対象に「残業できない日」（がんばってしないようにする日ではない）

を作る。週に1日（毎週水曜日）あたりで実施している企業が多い。例外（この日に
残業する）を認める企業も多いが、サービス残業のリスクが大きくなるので、これ
は経営決裁とする（マネジャー決裁とはしない）ことが求められる。

生産性向上（ダラダラ仕事をせずに何とか終業時間までに終わらせる）、人の平
準化（忙しい人の残っている仕事が明確になり、マネジャーがこれをリポジショニン
グできる）といった効果が期待できる。既にこれを実施している企業の多くは一定
の効果を出しているようである。
（ⅱ）残業時刻規制

一定の時間帯の残業を禁止（その時間帯は仕事をしてはいけない）というもので
ある。そしてこれを労使協定によって就業規則に盛り込む。2013年に伊藤忠商事
が「22時完全消灯」とマスコミを賑わし、話題となった。伊藤忠は「20時以降は原則
禁止」、「22時～5時」は完全に残業禁止（すなわち22時に消灯）と就業規則を変更
した。
（ⅲ）一定時刻のパソコン強制シャットダウン

一定時刻後パソコンを使えなくしてしまうものである。パソコンを使って仕事をす
る従業員にとっては消灯よりも強制力は強いといえる。



⑥監査
これらの規制の実行性を担保するためには、監査が必要となる。すなわちルー

ルの準拠性をチェックすることである。無論ルール違反に対するペナルティルール
（注意、降格、減給、…）も必要となる。この監査は内部監査部門（専任部門がなけ
れば総務部門などが適切。人事部門は残業決裁などの監査対象業務があるので
不適）が抜き打ちでやるのが基本である。



（３）残業削減の具体策
具体的な残業削減策としては次のようなものが考えられる。

①マネジメントシステム
労働時間はマネジメントの対象であり、このマネジメントシステム（マネジメントの

仕組）による残業削減が主要なものといえる。
(ⅰ)残業マネジメント

「残業削減」を戦略として実行する時は、これに対するマネジメントを残業マネジメ
ントとして別途設計する必要がある。この残業マネジメントを担当するのはロワーマ
ネジャーであり、ワーキング･イノベーションではこれをチームマネジャー（315ペー
ジ）と表現する。そのうえでこの残業マネジメントを以下のような機能として設計す
る。
(a)対象

残業マネジメントの対象は、仕事の「時間」と「品質」というある意味ではトレードオ
フの関係にある2つのものである。一般に仕事に時間をかけると品質は上がり、時
間を削減すると品質は下がる傾向にある。したがって残業マネジメントにおいては「
一定時間の下での品質の最大化」と「一定品質の下での時間の最小化」の選択が
求められる。これまで述べてきたような残業時間の絶対的規制（破ることのできな
い上限）があることを考えると、残業マネジメントにおいては前者（無論、最低限の
品質保証ラインは作る）を採らざるを得ない。したがって残業マネジメントにとって時
間は制約条件であり、品質は残業マネジメントという仕事の評価対象である。

（３）残業
削減の具体
策



(b)管理範囲
以降、何度も述べることになるが「1人のマネジャーが持てるメンバー数＝管理範

囲はできるだけ大きくする」がワーキング・イノベーションの原則である。そのため
になすべきことは残業マネジメントという仕事の生産性を上げることである。そして
そのツールはITである。この後で述べるような時間、品質に関するマネジメントに
ついてはITツールも揃っており（従来からマネジメントシステムの最大のテーマで
あり、色々なソフトウェアが提供されている）、IT部門にそのツールを要求して調達
してもらう。

この管理範囲の増大は残業削減に2つのことをもたらす。1つはチームマネジャ
ー（315ページで述べたようにプレイヤーとして働くことができる人）の人数を減らす
ことである。これによってチームマネジャーを「残業を直接担当するプレイヤーに戻
す」ことができる。さらにはこのマネジメントのIT化によりマネジメント業務にスラック
＊が生まれ、後で述べる例外処理というプレイヤーの仕事を担当することができる
。

2つ目は残業マネジメント対象の人数が増えることで「人の平準化」が広い範囲
で機能することである。残業というバラツキは、そのサンプル数が増えるほど小さく
なることが統計学で証明されている。

＊一般にスラックとは余裕のことである。ここでは仕事に対する余剰パワー、余剰時間を意味する。



(c)時間予測
（a）の仕事ごとの「一定時間」は制約条件であるので、チームマネジャーが見積る

わけにはいかない。つまり「特定の仕事にどれくらい時間がかかるか」を何らかの
形でシステマティックに計算しなくてはならない。これは原価計算を要求される仕事
（製造、工事など）ではすでに「原価見積」としてやっていることである。

この「時間見積」には統計手法のうちの重回帰分析を用いるのが基本である。す
なわち過去の仕事の「実際の時間」とその仕事のスペックを表すパラメータ（仕事の
量を表す数字、一緒に仕事をしたメンバー…）をもとに、特定の仕事にかかる時間
をITを使って予測するものである。この予測のやり方はエクセルの関数でほとんど
処理できる（つまり標準化されている）。具体的な予測プロセスについては拙著「予
測の技術」＊1、「ビジネスマンの数字活用力向上講座」＊2を参考としてほしい。

予測をスタートする時点では過去の実績を集めパソコンに入力することが必要と
なるが、スタートしてからは(d)以降の実績時間を入れていけばよい。

この予測した時間を標準時間という。どんな仕事でも、その仕事にかかった時間
を計測できる限り、標準時間は計算できる。もちろん「実際時間が当たる、当たらな
い」は別であるが、「当たらないからやらない」のではなく「当たらなくてもやる」という
ことには合意できると思う。そしてやれば当たるようになっていく。というよりも、残業
時間の上限規制の中でマネジメントをするにはこれが必要となる。計画時点で残業
時間上限を超えないとできない仕事を「断る」権利を持たないと、残業時間の規制
を受けるマネジメントは担当できない。
＊1 2016年サイエンス・アイ新書
＊2 2011年同友館刊



(d)時間配分
仕事は複数人の共同でなされることが多い。チームマネジャーはその仕事の予

測した標準時間（のべ時間で予測されている）を各人に配分する。
ここで配分の原則は後述するように、能力主義においては「同じ仕事をできる人」

が2人いたら、基本的には能力が低い人をあてていく。これによって「仕事ができる
人に仕事が集中する」というバラツキを取って平準化する。

配分法は仕事によって異なるが、単純なものは量の分担、工程ごとの分担とい
った形であり、担当者が多く、1つのジョブが多くの仕事から成り立っている時は、
WBS＊、ガントチャート＊といった伝統的なプロジェクトマネジメントツールを用いる。
ここでは原則として残業時間は(c)の標準時間との誤差（偏差）という形で現れてく
る。

これを計画書としてチームマネジャーは作成し、上司から権限委譲を受ける。こ
の上司が315ページで述べるグループ長である。

＊WBS（Work Breakdown System）は仕事を細分化して体系図に表すもの。ガントチャートとはWBSのブレークダウンした仕事、担当者を
縦軸、時間を横軸として表した工程表。WBSとガントチャートはセットで用いられるが、いくつものサポート・ソフトウェアがある。



(e)スラック
標準時間で仕事をあてていくと、論理的には組織全体としては標準偏差分だけ

のスラック（標準時間＞実績時間の時）と残業時間（標準時間＜実績時間の時）が
生まれるはずである。このスラックという余剰パワーで残業を吸収する。これが残
業マネジメントの基本の「平準化」である。

スラックには2つのものがある。1つは標準時間で仕事を当てていくと仕事が割り
振られない時間を持つ人、つまり計画時点でスラック時間を持つ人が出てくること
である。上のように能力主義で人をあてていくと、能力の高い人ほどスラックを持
つ可能性がある。このスラックは次の仕事のための学習に割りあてる。そしてその
能力アップがチーム全体の生産性向上となる。一方、能力の低い人は今の仕事を
することでその能力を向上させ、生産性を向上させる。

もう1つのスラックは標準時間のブレに関してである。標準時間はその時間内に
終わる確率が50％、終わらない確率が50％の所でセットされている平均値である
。したがって標準時間よりも早く終わり、次の仕事がまわりとの関係で出来ずに“
手持ち”となる人が出てくる。これも次の仕事のための学習にあてる。



ここで上の2つのために学習に当たっている人を遊軍と表現する。この遊軍が標
準時間を超えてしまう人（超えそうな人）を随時サポートする。そしてこの遊軍のリ
ーダーで最大の時間を持つプレイヤーがチームマネジャーであり、例外処理という
本来のマネジメントの仕事である。したがってチームマネジャーはそのチームのト
ッププレイヤーであることが望ましい。ただチームマネジャーであるための条件は
マネジメント力（マネジメントについて学習し、ITを使ってマネジメントをオペレーショ
ンする力）がその基本であり、当然そのチームの仕事のトッププレイヤーではない
こともある。また管理範囲の広がりにより、チーム内の特定の仕事ができないこと
もある。この時これを助けるのがマネジメントスタッフであり、これが組織全体の遊
軍となる。この遊軍は各仕事のトッププレイヤー集団である。



(f)残業マネジメントのオペレーション
残業マネジメントのオペレーションは2つある。時間マネジメントと品質マネジメン

トであり、前者がその中心となる。
時間マネジメントの第一のポイントは標準時間とのズレ（残業およびスラック）を

早く発見し、残業をスラックで埋めたり、特定の仕事の増員を図っていくことである
。2つ目のポイントは各メンバーの生産性向上（仕事のスピードアップ）を図るべくさ
まざまなサポートをしていくことである。つまり仕事のスピードを妨げている要因（
仕事の勘違い、知識不足、顧客とのコミュニケーションロス･･･）を発見し、これを排
除していくことである。チームマネジャーの時間マネジメントの評価は、残業規制を
守ることではなく、残業時間を削減していくことである。

品質マネジメントについては、仕事をスタートする前の計画段階で品質チェック基
準（どのタイミングでどういうチェックを行うか）を決めておき、これに則って行う。た
だチームマネジャーもこの仕事をプレイヤーとして担当することもあるので、最終
的な品質チェックは上司（グループ長）や顧客に委ねることになる。
(g)グループ長の役割

チームマネジャーの手持ちのマンパワーではこなせなくなり、納期遅延、残業規
制オーバーのリスクが生まれた時はどうするかを決めておくことが求められる。

これは権限委譲の原則に従い、チームマネジャーから上司のグループ長へのリ
アルタイム・アカウンタビリティにて行う。そしてグループ長は配下の他チームのス
ラックを活用して調整していく。



(h)現場
これまでは通常のオフィスを前提としているが、205ページのような現場において

は以下のような問題がある。
・現場とオフィスが距離的に離れていることが多く、チームマネジャーの負担が大
きい
・チームマネジャーが一つの現場だけを担当せざるを得ないこともあり、その場合
は管理範囲がどうしても小さくなる
・外部要因による時間変動（協力会社の進捗、天候･･･）が大きく、偏差が大きい
・他の現場、オフィスメンバーからのスラック供給が難しい

そのため標準時間に対するバラツキが大きくなり、残業が起こる可能性が高い（
サービス残業も起きやすい）。これは現場のスラックを大きくすることで対応するし
かない。具体的には標準時間の設定そのものにスラックを入れることである。通常
の標準時間は「その時間で終わる確率が50％、終わらない確率が50％」となって
いる。これを例えば「標準時間内で終わる確率を90％」といった形でセットする（こ
れもエクセルで簡単にできる。このセットについては先ほどの拙著「予測の技術」を
参考にしてほしい）。

もう1つは現場のチームマネジャーのスラックを大きくしておくことである。具体的
にはできるだけチームマネジャーの仕事（定常的な仕事）を部下に権限委譲してい
く。そしてチームマネジャーが複数の現場を担当する時には現場長、現場が1つの
時は副現場長のようなチームマネジャーのサポーターを設けておくことである。



（ⅱ)他のマネジメントシステム
残業削減に関して他のマネジメントシステムでなすべきことは、従業員から「残業

した方が得」という思いを取り、「残業時間を減らせば自らにメリットがある」というこ
とを実感させることである。

従業員から見るとこれまで定常的にやっていた残業時間を削減させられると、残
業代分の給与ダウンということになってしまう。実はこれが残業削減の大きな壁で
ある。この壁を破るのは給与システム、そして人事評価システムの変革しかない。
例えば次のようなものである。

（ａ）目標達成報奨金
もし残業を削減しても、同じ仕事量をこなしているのなら（344ページで述べる給

与分配において同じ付加価値を生んでいるので）、残業削減前と同じ給与でなくて
はならない。そのためにはさまざまな手が考えられる。もっとも簡単なのは目標達
成残業手当である。

これは目標管理の項目に残業時間削減を入れ、この時間をチームマネジャー、
そして経営と合意し、達成した時は報奨金がもらえる仕組である。



（ｂ）賃率の調整
195ページで述べたことであるが、残業代は「時間×賃率（基本給などから計算さ

れた時給）」で計算されている。ここで残業時間の少ない人の賃率を上げていくこと
である。つまり「残業が少ない人は能力が高い」と考え、基本給のベースとなって
いる能力ランクを上げていく。これによって長期的には残業をしないで早く帰った
方が、給与のみならずキャリアアップ面でも有利となるようにする。

(ⅲ)柔軟性
217ページの「仕事の時間的バラツキに対応する平準化」については、以下のよ

うな柔軟性で吸収する。

（ａ）フレックスタイム、変形労働時間制
仕事の時間的な波に関しては、これらの法で認められている柔軟性を活用する

。ここでの問題はチームマネジャーとの同期（コミュニケーションのために同じ時間
に働く）であるが、これを197ページのメールなどの非同期コミュニケーションでカバ
ーする。



（ｂ）休日振替
休日労働が残業に与える影響は大きい。従業員から見ると休日はさまざまなディ

スターブが少なく、ある意味で魅力的なものである。そして休日は「ゆっくり仕事でき
る」とよく表現されるように生産性を意識しない特徴を持っている。また給与原資（
割増率）の面から見るとダメージ（配分が大きい）も大きい。

まず休日振替を義務づけることによって、この「お得感」をできるだけ取り払い、か
つ休日出勤の可否を上のことを考慮してチームマネジャーが判断する。無論、事前
申告なしの休日出勤は厳禁である。

（ｃ）年休取得
残業削減とともに労働行政が目指しているのが年休取得である。つまり年休を減

らして残業を減らすことを禁じ手とするだけではなく、政府は今よりも年休取得の
MUST化を強めていくであろう。これに対しては年休を企業で強制的にとらせること
がかえってリスクが小さい（つまり年休を取っても残業が削減できる会社を目指す）
。これを法規制をベースとした社内規制によって行う。「××日以上取得。取得しな
い時は人事部決裁」といったものであろう。そうなるとこれまで年休をとっていない
のに、強制的に取らされることで論理的にはその分残業時間が増大することになる
。したがってこの分を考慮に入れて残業削減時間の目標を立てなくてはならない。
そうなると計画年休（97ページ）を除けば一斉年休といったものでなく、年度当初の
チームマネジャーとの目標管理において残業削減を合意した上で、社内規定の最
低年休をいつの時期に取るのがよいか（仕事の閑散期）を決めておく。これによっ
て時間のブレを吸収する。



②仕事量の削減
計画時点で（仕事をやる前に）同一労働グループ（代替可能なパワーを持つ集団

）の総パワーを超えて仕事量が上回ると必然的に残業が起きる。つまり「同一労働
グループの総労働時間＜Σ各仕事の標準時間」となった時であり、これを「普通に
やれば」オーバーフローした分だけ残業が発生する。

ここでの原則は「残業を前提にした仕事は計画上割り当てない。残業は標準時間
のバッファである」ということである。もっといえばチームマネジャーは「各人に標準
時間を超えた仕事を割り当てることはできない」というルールにする。オーバーフロ
ーした部分は227ページの実際の残業のように上司のグループ長のスラック調整
対象（メンバーの異動）であり、それでも残業となれば経営決裁とする。この場合の
経営決裁の基本ベクトルは「仕事量を削減する」ということである。

仕事量の削減対象業務は次の2つのパターンがある。

（ⅰ）顧客から受注した業務
顧客から注文を受けた仕事に納期があり、これを守るには残業しかないというも

のである。「お客様は神様」の下、経営者も三六協定超えに目をつぶってきたもの
である。それがブラック企業を生んだともいえる。残業上限を超えて社会的制裁を
受けた電通も広告作成という顧客からの受注業務である。そして今も長時間労働
と言えば必ず名前が挙がる建設業、運輸業、目立たないが親工場からの下請メー
カー（中小企業のため残業規制が及んでいないので目立たない。下請が大企業の
時には法規制の及ばない海外へ移転していく）、かつての長時間労働のホームラ
ン王IT業界がその代表といえる。



これについては標準時間ではどうやっても守れない納期については、納期を延
ばす。それを顧客が受け入れてくれないなら「注文を受けない」を基本ベクトルとす
る。つまり「出来ないものは出来ない」。無理して仕事を受ければ会社をこわしてし
まう。特に注文を受けるのが営業チーム、やるのがオペレーションチームという時
は、営業に「その仕事が欲しくても、顧客が自社へ発注を望んでも、取れない注文
があること」を教える。というよりもこれをルール（オペレーション側のOKが出ない
限り注文は取れない）とする。マンパワーを超えた注文を取ることは受注産業の禁
じ手である。

この受注産業よりも一足早く、百貨店など大手流通業では営業時間を見直し（こ
れによって売上は当然落ちるが）、24時間やっていたサービス業も次々と営業時
間を短縮している。

宅配便のヤマトは前述のサービス残業の指摘を受け、かつこれからの残業規制
に対応すべく、最大顧客であるアマゾンの当日配送という仕事を断り、かつ時間配
送サービスの一部もやめ、さらには料金値上げによって配送量を大幅に落とすこ
とを考えている。そのため長計、中計の売上を大幅に下方修正した。無論これに
対して株主が経営者を責めることはできない。社会ルールへの対応は経営者とし
てなすべき行為である。



（ⅱ）自社内の業務
顧客からの受注業務以外でも「納期のある仕事」は組織内に多くある。それは特

定チームの仕事が遅延すると、次の仕事が手持ちとなってしまうからであり、その
ために納期（というよりも約束の時間）を設けている。

これについては2つの手がある。1つは「後の仕事が手持ちにならないようにする
こと」である。これは遅れている（遅れそうな）工程に手待ちとなっている次工程の
人を入れれば何とかなる。このためには色々な仕事ができる人（メーカーでいう多
能工）を組織内にたくさん作って、この人たちがフレキシブルに仕事に対応していく
というものである。ここで力を発揮するのがチームマネジャーのリアルタイムなポジ
ショニングである。

2つ目は、それでも“どうしてもだめなもの”である。これについては中長期的には
増員（人を増やす）をベースとし、次のIT化、技術化＊などが本線であるが、短期的
にはテンポラリーな力を借りるしかない。法規制により派遣が今やテンポラリー労
働力とはいえない（増員と同じ）ので、請負契約、外注、アウトソーシングという形
で社内の仕事を削減するしかない。さらにはその担い手としては会社だけではなく
、会社を辞めて独立した自営業者、60ページの兼業・副業などもある。つまり他社
で時間の空いた人のスラックを社会全体で使うという発想である。

＊機械などを使って技能がない人でもその仕事をできるようにする。



③IT化
残業削減をダイナミックにやる方法としては、中期的にはIT化がもっともノーマル

といえる。
まず第1のIT化は上司と部下のコミュニケーションである。報連相のうち報告、連

絡についてはできるだけIT化する。報告、連絡は主に仕事の結果についてのもの
である。これはできる限り部下の手を煩わせないでITで吸い上げる仕組を考える。
チーム内の仕事がパソコンなどを使っているのであれば、それによって収集できる
。それが人手による仕事、さらには遠隔地であってもIoTによりデータ収集を行う。

マネジメントに必要なデータの編集（エクセルで表を作らせる）などは、部下にや
らせることを組織として禁止し、すべてマネジャー自身が行う。これはマネジャーの
本来業務である。近年特に従来の事務職、一般職といわれるマネジャーをサポー
トする人（主に女性が担ってきた）が削減され（総合職化し）、マネジャーの事務処
理の負担が増えている。これを決して部下にやらせるのではなく、マネジャー自身
がITリテラシー向上（前述のようにヘルプデスクを使っていくことで）によって処理し
ていく。というよりもマネジャーはこれらITを使えることを必須条件とする。



これ以外の仕事については、210ページで述べたようにITでできる仕事、人がや
りたくない仕事（残業もその代表）はすべてIT化していく。従来のIT化は情報処理
が中心であり、それ以外は機械化という形であり、この機械化については「やれる
ことはすべてやってしまった」という感が強い。しかし近年のIoT技術の進展（センシ
ング技術、AI、･･･）により、従来「できないと思っていた仕事」もITによってできるよ
うになっていく。IoT化の対象としてはリモート保守、リモートメンテナンス（遠隔地の
仕事を中央のコンピュータで一括してやる）が現在は中心であるが、工事、現場な
ど人手に頼っている多くの作業（ロボットは無論のこと、現場の作業管理もドローン
などで監視できる）、さらには将棋で騒がれたようにAIを駆使すれば、オフィスでの
頭脳作業もIT化の可能性が高まっている。IoTはまちがいなく実用化されていくの
で（多くの企業はこれを事業開発の柱としている）、今この時期にIoTプロジェクトを
組んで、自社の仕事についてIoT化を検討してみることが必要である。これによっ
て長計で株主に約束した目標（利益、売上）を残業削減の下で実現する方策を考
えていく。このままの状態で残業規制がかけられれば、経営に与えるダメージは極
めて大きい。しかもこの残業規制からIoTをベースとした会社の再編成が起こる可
能性があり、IoT化が遅れている会社はそのマンパワーを吸収されてしまうリスク
を抱えている。



④人員の増員
残業時間削減の中長期的戦略の柱は「採用」＝「増員」である。そしてこれこそ

が労働行政が望んでいるものである。
採用人数は、解雇規制が厳しい日本では、将来に渡っての仕事量を加味して

考えるべきである。つまり採用時に65歳まで（すぐに70歳になると思うが）の仕事
量を保証しなくてはいけない。しかしかつての高度成長期とは異なり（まあここで
も見誤ってバブル崩壊後、リストラという禁じ手を使ったり、一気に採用を止めて
組織の年齢別の人員構成をメチャメチャにしてしまったが）、先行き不透明な現
代で、遠い将来の「仕事量を見越して」というのは難しい。だからといって「今日の
忙しさ」だけで採用するのも乱暴である。

ではどうするか。それは長計（あるいは中計）に挙げている何年度分かの売上
目標を「仕事量」ととらえることである。216ページの式を人数をキーとして考えて
みると次のようになる。



ここで残業削減ベクトルによって実労働時間は減少し、生産性は向上する（させ
る）。つまり長計最終年度の売上から仕事の伸び率を想定し、残業削減目標によ
る実労働時間を想定し、生産性向上は上記の残業時間目標と現在の実労働時間
から推定し、上記の「必要人数」を出す。そして採用人数＝必要人数－現従業員
数＋退職者数といった形で設定する。

さらにはこの働くパワー、働くことのできる仕事量をベースとして長計を修正して
いく。そして採用した人数に見合う仕事量がない時は従業員にも給与のダウン（
344ページの付加価値分配により）を飲んでもらうというベクトルであろう。



⑤事業戦略
労働時間削減は長期的には事業戦略とのインタフェースを持つ。これは次の2つ

の点である。
(ⅰ)フロービジネスとストックビジネスの調和

前述のとおりフロービジネスとは「顧客から注文を受け、納期までに仕事を行い、
受注額と原価の差額が利益となる」というビジネスである。これは納期があるので
残業を起こしやすいタイプのビジネスである。

一方、ストックビジネスとは、まずは工場などのストックに投資し、ここで生産した
商品を販売し、最初の投資を回収していくビジネスである。この特徴は残業はあま
りないが、投資回収が進まないと、事業縮小をせざるを得なくなる。もっとも簡単な
ものはリストラである。つまりストックビジネスには残業というブレは少ないが、スラ
ックというブレが生まれる可能性が高い。

そう考えるとフロービジネスをストックビジネス化することで残業を削減することが
できる。これを最初に世に知らしめたのがIT業界である。IT業界は、基本的にはシ
ステム開発という顧客の受注を受けてから仕事をするスタイルを採っていた。その
ため仕事が集中すると（今の建設業界が2020年東京オリンピック需要で仕事が業
界から溢れてしまっているように）残業の嵐となってしまう。しかしこれをEPRパッケ
ージ＊のように部品（ストック）を先に作っておくことで、大きく残業を減らし、今では「
残業は1日最大1時間まで」という従来であればありえないような目標を立てている
。



下請企業でも親企業からの注文だけではなく、自ら最終製品を作ることで労働時
間を平準化、コントロールできるようになる。建設業界もIT／IoTで人間の仕事を削
減するだけでなく、ストックビジネス（建物を自分たちで作る）へのビジネスモデル
チェンジを考えている。そのためのバリューチェーン（下記参照）作りも始まってい
る。

＊Enterprise Resource Planningの略。ITベンダーが顧客ごとの仕事に合わせてプログラムを作るのではなく、多くの会社の共通部分を作
っておいて、各顧客の異なる部分だけをカスタマイズしていくという考え方。



(ⅱ)M&A、バリューチェーン
近年、同業種の企業の合併、経営統合が目立っている。企業規模が大きくなる

ことで仕事時間の標準偏差が下がり、かつ平準化が可能となる。またフロースタイ
ルのビジネスにおいて顧客とのパワーバランスが変わり、納期を延ばす交渉もで
きるようになる。

また垂直型バリューチェーン＊もよく見られる。ここでも発注、受注という強弱関係
のある取引スタイル（一般的に仕事を出す発注側が強い）からアライアンス（協働）
という仲間となり、互いにハッピーになる方法を模索する。例えば受注側企業で納
期が厳しくて残業が増え、それにともなってチェーンとしてコストアップとなるくらい
なら、チェーン化後は納期を延ばして受注側の仕事を平準化した方が皆がハッピ
ーとなるというものである。さらにはアライアンスメンバーは取引という形で接点を
持っていただけに、互いの仕事を代替する能力を持っていることも多く、バリューチ
ェーン内で仕事の平準化をすることも可能となる。

M&A、バリューチェーンはその柱に（意外に気づかないが）残業削減を置くことが
できる。

＊取引関係にある会社が1つの企業のようになってアライアンスをして、共通の顧客への価値提供というビジネスを行う。



２．ワーク・ライフ・バランス

（１）社会の要請
ワーク・ライフ・バランスは前述のように社会の要請である。まずはこれについて

整理しておこう。
①ジャパニーズ・ワーク・ライフバランス

日本の会社は諸外国のジョブ型採用とは異なり、メンバーシップ型採用を採って
いる。つまり「会社に入って何をやるか」を労働契約では決めずに（というよりも労
働契約を意識せず）入社させる。そして入社後、特定の仕事（これをワークと表現
する）に配属され、そのワークのやり方を先輩に教わってできるようになり、今度は
自らも後輩の面倒を見るようになる。そして「人を育てる」という中で企業のメンバ
ーは先輩・後輩という関係を核として「家族」のようになっていく。これが日本の伝
統といえる経営家族主義である。家族であるから、生活的な要素も当然のように
入っていくる。ワークが終わった後の飲食であり、休日のゴルフなどのレジャー、さ
まざまな趣味を同じにする人たちの集いである社内クラブ活動といったことである
。
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一方、働く人は社会生活上も家族を築くことになる。いわゆる家庭であり、これを
ライフ（ワーク以外の生活）と表現する。ここには、炊事、洗濯、掃除そして子供の
誕生とともに育児といった家事（家庭の仕事）がある。結婚、育児を機にワークと家
事は分担されていく。女性は結婚、もしくは子供が生まれた時にワークから離れ家
事を担当し、主婦と呼ばれる。男性は企業に勤め、家族全体の収入を得ることを
担当し、家族の一員として家事のサービスを受ける。女性が担当する家事は育児
によるピーク性が大きい。このため結婚時にはワークに就いていても妊娠、出産を
機に多くの女性は会社を離れ、家事に専念する。そして育児のピークから下降し
ていく時期には家族収入を補うためにライフの一部の時間を割いて（子供が幼稚
園、学校に行った後）パート労働を行う。そして女性の子育てが終わり、男性は定
年退職を迎え、退職金と年金で老後を迎える。
というのがジャパニーズ・ワーク・ライフバランスであった。すなわちワーク＝男性
中心、ライフ＝女性中心という形でのバランスである。



②ワーク・ライフ・バランスの変化
日本の社会を変革してきたのは団塊の世代と呼ばれる人たちである。そして彼ら

はジャパニーズ・ワーク・ライフ・バランスが確立していた1960年代後半から1970年
代にかけて、一気に就職へと向かう。ここから日本企業は高度成長していく。そし
て彼らが結婚し、第2次ベビーブームを生み、団塊ジュニアという人たちを生む。団
塊ジュニアは男女平等の教育を受け、高度成長という家庭の収入増の中で多くの
男女が大学へと進んでいく。この状況の中で社会は、大卒女性の企業側の受け皿
がないことを考慮し、均等法を制定し、これをソフトローからハードローへと規制を
強めていく。しかし企業側の準備が整わないうちに、この団塊ジュニアが就職へと
なだれ込んでくる。そして時をほぼ同じくして日本企業はバブル崩壊という空前の
不況を迎える。このバブル崩壊の問題点はかつての景気サイクル（上がったり下
がったりする）とは異なり、構造不況（下がったまま）と考えられたことにある。つま
りサイクルではなく、不景気というトレンドである。バブルという上昇トレンドから先
の見えない下降トレンドに向かい、企業の採用は手のひらを返したように引き締め
られ、空前の就職氷河期を迎える。

社会全体として見ると労働需要と労働供給のバランスが崩れ、供給過大となり、
かつ企業の収入減に合わせて、全体としての労働者の収入が下がっていく。具体
的には高収入が期待でき、かつて大量採用していた大企業が採用を大きく減らし
ていく中で、溢れた人は収入ゼロのまま（大学院進学）か低収入の企業へと向か
い、それが溢れるとフリーターさらには失業者をも生んでいく。



企業側はさらに企業内の労働需給バランスが崩れる中で中高年リストラへと踏
み込む。若者たちから見ると、会社が一生の家庭収入を保証してくれるジャパニー
ズ・ワーク・ライフ・バランスは実現しそうもない夢となってしまう。
社会側では、男性は収入の見通しのない中で結婚に躊躇い、晩婚化が進む。そ
の中で女性も均等法で就職し「仕事のできる人」はこれを男性同様に定年まで続
けていこうとする。また結婚しても男性の収入だけでは厳しく、かつその仕事への
思いから当然共働きとなる。その中で「子供を産む」ことへの抵抗感が高まってくる
。つまり子育てが仕事を奪い、収入を落とし、かつ支出を増やすというリスクとなる
。こうして「少子化」という日本社会が抱える大問題を生む。
一方、日本の公的年金は積立方式（自分の払った年金が積み立てられていく）で
はなく、賦課方式である。すなわち「現役世代の払ったカネが老後世代へ渡る」と
いうものである。この中で働く人の年収が減って年金として払うカネが減って行く中
で、団塊の世代が退職して、年金世代という“もらい手”へと突入していく。
年金システム崩壊の危機の中で、国は「退職」という年金の支払時期を先延ばしを
図っていく。つまり55歳だった定年を法規制で段階的に60、65、70へと延ばして行
く。さらには既に定年を迎えてしまった人たちが平均寿命が延びていく中で、介護
世代となっていく。働き手の収入が落ちていく中で「介護」という仕事を誰がどうや
ってやるのかが社会問題となる。そして財政難化している国に、「社会としてすべ
ての介護をカバーしていく」と発言する力はない。



この中で、労働行政はそれまでの“ぼんやりしていて場当たり的な政策”から、は
っきりとしたベクトル（44ページの「骨太の方針」）を持つこととなる。これには2つの
ベクトルがある。
１つはライフ時間を企業に確保することを求めることである。つまり育児、介護とい
ったライフ制約の人の収入を確保させることである。
2つ目は働く人全体の収入増加である。それが税収という収入を増やし、年金の支
払いを確保していく。そしてそのため国としては「賃上げ」を要求したいが、いくら何
でも給与を国が指定することはできず、企業が収入事情で決めていくことが原則で
ある（それでも安倍首相は経団連に「賃上げを期待する」と踏み込んで要望してい
るが）。
そこで角度を変えて女性の収入増加を図る。女性の社会進出と称し、無収入、低
収入の女性が働き、大きな収入を得るように持っていく規制（というよりも社会要請
）をかける。これが「2020年、30％」である。すなわち指導的役割（＝高収入）の女
性を一定比率以上にするという政策であり、これで世帯収入の増加を図るもので
ある。
そしてこの2つのベクトルによって「少子化」という日本にとって最大のテーマを解
消していこうとしている。



（２）理念
ワーク・ライフ・バランスは社会の要請である。したがって企業はCSRの面から考

えれば当然のこととしてこれを受け入れる。このようにワーク・ライフ・バランスはパ
ブリック・リレーションから生まれるものであるから、企業としてはその理念を持つこ
とが大切である。ワーキング・イノベーションではこれに対し次のような理念を持つ
。
①ワークとライフのプライオリティ

これまでの日本企業にはワーク（仕事）を支えるライフ（家庭）という傾向があり、
ワークが主でライフが従であった。そしてその理念の下、これを実行する人を組織
内で上位へとキャリアアップさせて「24時間365日働く」というジャパニーズビジネス
マンを作ってきた。そして女性のようにライフ主体とならざるを得ない立場の人は
組織の中では“サブ”であり、そのワークを他人への代替可能とし、いつでも辞めら
れるように設計した。つまりワーク主体の人たちをバックヤードでサポートするとい
う形である。

これを社会要請のワーク・ライフ・バランスでは「両者を調和させて」としているが
、時間的にトレードオフ（片方が増えればば片方が減る）の関係であることも事実
である。

（２
）理
念



そう考えるとワークとライフのどちらを優先して考えるかという基本理念を持たざ
るを得ない。ワークスタイルは時間で可変性を持つ（時によって仕事のスタイルを
変えることができる）が、ライフスタイルはライフイベント（結婚、育児…）によって固
定性を持っている。そして社会は「ワークへの偏り」を批判している。そう考えると
ワーク・ワイフ・バランスの基本理念は「ライフ優先」へと向かうベクトルと考えざる
を得ない。

すなわち「働く人は自らの意思で（無論ワークも考慮して）ライフスタイル、ライフ
イベントを決定する。これを受け企業はそのライフに合ったワークスタイルを選択
できるようにする」という形となる。

そしてライフスタイルは多様化し、変化している。したがってワークスタイルのオ
プションも多様化、かつフレキシビリティ化していく必要がある。



②ワークタイムとライフタイムのセパレート
従来、日本ではどこまでが勤務時間中で、どこからが時間外かの区別が極めて

ファジーであった。特に「終業」というワークとライフの切り換えがうまくできない。オ
フィスにおける終業は、ベルが鳴ったら学校のように「はい、終わり」というもので
はなく、終業放送が流れても仕事をやめる人はほとんどいない所もある。仕事場
によっては終業までに仕事を終えようと思っている人がほとんどいない。そしてオ
フィスから出て明らかな勤務時間外に入っても、同僚と飲みに行き、そこで仕事の
話をすることも多く、切れ目がない。こういった傾向には、ライフに制約のある人は
付いていけず、上司の人事評価（協調性、チームワークといった項目が入っている
）も上がらない。そしてこれがサービス残業を生み、パワハラ（勤務時間外に指揮
命令を行う、休日取得といったライフ面でも命令する…）、セクハラ（女性部下を飲
みに誘う）の温床となっていることも事実である。

これについては、上記のライフ優先理念から考えて、はっきりとワークタイムとラ
イフタイムの識別をすることが強く求められる。また前述の残業削減の面からもこ
れが強く求められる。その境は勤務ルール上の終業時刻であり、これが約束され
たワークの終わりである。つまり上司の指揮命令下の終わりであり、上下関係が
取れる瞬間である。ワークタイムの上下関係はその秩序からポストによらざるを得
ない。ライフタイムの上下関係はどう考えても前述のとおり長幼の序で、先輩、後
輩（先輩に色々お世話になった）といった極めて人間的なものとすべきである。そし
てその関係は時の経過によらず不変である。



③社会貢献
ワーク・ライフ・バランスについては社会規制が強化されてきたし、これからもそ

のベクトルは変わらない。これは社会が求めている「企業としての責任」であり、
CSRそのものである。企業はCSRの公共責任（コンプライアンス、社会の規制は守
る）のみならず、公益責任、存在責任を果たしていく必要がある。そのためにはバ
ーを上げる。つまり社会ルールを守るだけでなく、より社会に貢献するようにし、ま
た社会からその存在を強く求められるゴーイングコンサーンを目指す。
④弱者救済

社会には「強者が弱者を救う」という基本理念がある。その象徴が税であり「広く
平等に」ではなく、「カネに余裕のある人から、ひっ迫している人へカネを流す」とい
うものである。

ワーク・ライフ・バランスではこの理念を引継ぐ。すなわちライフでハンディキャッ
プを持つ弱者（家購入、育児、介護…）を抱えた人を皆でサポートするということで
ある。これは「資源の調達・配分」であるので経営のなす仕事であり、経営として弱
者救済の理念を持つ。これに理由などいらない。経営者の意思決定である。

「私の育児は終わっている。私の時に何もしてもらっていないのに、私がその育
児コストを負担するのはおかしい」、「育児をすると言って堂々と早く帰り、給料をも
らうのはおかしい」といった反論に対する回答など持っていない。人に説明できな
い考え方が理念であり、組織のリーダーたる経営者の意思決定事項である。そし
てこれを否定できるのは唯一社会であるが、社会はこのベクトルを強く求めている
。



ただ社会から言われて「仕方なくやる」のではない。自社の理念に基づいて実施
しているのである。給与についていえば「働いた人は働いた人なりに、がんばった
人はがんばった人なりに」も理念の1つではあるが、決して道理（当然のこと）では
ない。

ライフタイムが高負荷となっている人は、収入面だけでなく家計上の支出が多く
苦しいことが多い。その人たちを助け、「一億総活躍社会」（皆が生活に応じて働い
ている）を望んだ社会へCSRを果たし、インテグリティを感じてもらうのが“一流企
業”であり、ワーキング・イノベーションではこの一流企業を目指す。

ワーキング・イノベーションのイデオロギーは自由主義（強者が勝つ）ではなく、
社会主義（皆がハッピー）である。そしてこれらの理念を持つ企業はミッション、企
業理念などに堂々とこれを書き、社会に掲げ、そして従業員の思考ベクトル、行動
基準としていき、これをリードしていく人を組織リーダーとする。
⑤インセンティブ

社会はライフへの高負荷化を求めている。多くの人が結婚し、共働きとなり、子
供を作って育児を担い、親（結婚すれば4人）の介護を積極的に担ってほしいと願
っている。したがって企業もCSRから考えてこのライフにハンディキャップを持った
人に対して弱者救済だけでなく、この人たちが積極的にこのライフの高負荷を望む
ようにする。つまりインセンティブ制＊について考える必要がある。

＊ある行為を行うように刺激を与えて誘因すること。



（３）基本戦略
この理念の下でワーク・ライフ・バランスについて基本的な戦略ベクトルを考える

。
①ライフインフラ

ライフのインフラは子供を含む家族であり、家である。金銭面から見ると、この負
担は長期に渡るものである。そして社会は少子化打破のために、そして経済成長
から結婚を望み、家族、家を持ってもらいたいと思っている。企業はライフ優先の
理念から考えて、これをワークの都合であきらめたり、延長したりすることがないよ
うにしたい。そして弱者救済だけでなく、先ほどの理念に基づきインセンティブにも
踏み込む。その代表が住宅手当、家族手当といった直接的なカネである（住宅手
当が出るなら家を買おう。家族手当が出るなら子供を生もう）。

「単身者に比べて不公平だ」という反論にも理念しかない。「経営者がそう決めた
のだから」というものである。そしてこの理念の意味はわかりやすい。それは経営
者自身がこのカネを受けることはほとんどなく、むしろこれによって利益ダウンとい
った形で自らの成績を落とすことになるが、それでも「社会のためにやる」というこ
とである。
そして株主に対しても利益だけを考えずにCSR、企業理念に則った経営を目指し
ていくものであることを理解してもらう。そしてこれに同意できない株主にはExit＊し
てもらうしかない。

（３）基本
戦略



そしてもう1つはライフによるワークの選択肢である。その最大のものは転勤であ
る。つまり家を購入し、家族を持ち、共働きとなり、子供ができれば転勤は受け入
れ難い。これに対し企業は203ページのような転勤に対するワークスタイルの選択
肢（グローバル転勤もOK、国内転勤は可、テンポラリーな期間なら可、不可）を持
ち、ワークの事情やライフスタイルによってチェンジできるようにする。

そして最後はライフへの配慮である。転勤OKと約束したタイプでも問題となること
も多い。私の次女は結婚し、家、車を購入し、妊娠した。家を購入したのは夫が入
社以来同じ勤務地であり、かつそこでキャリアアップしていく人も多かったからであ
る。次女は管理栄養士であり、どこの地でも職はある。それから1ヵ月後、夫にアメ
リカへの転勤の内示があった。そして期間は未定という。本人はキャリアアップの
チャンスが来たと思っていたようだが（まあこのタイミングでなくてもと思っているだ
ろうが）、娘の方は驚き以外の何ものでもない。そして本人よりも娘の方のワーク
設計を根本から見直さなければならざるを得なくなった。私が思ったのはその会社
もせめて可能なキャリアパスを従業員に提示し、その可能性を伝えるとともにキャ
リアチェンジの際には本人へそのタイミングに対する意向も聞いてみるべきだと思
う。そうすれば娘とも相談したと思う。

私がさまざまな企業に行って思ったのは、男性中心のキャリアシステムがパート
ナーとなる女性のワークに大きな影響を与えることが多いことである。企業は自社
の社員だけでなく、社員のライフのパートナーについても配慮することが求められ
る。

＊ 特定の会社の株の売却のこと（株主でなくなること）をよくこう表現する。



②ハンディキャップ
育児、介護といったハンディキャップに関しては116ページのように細かい規制（

企業から見れば規制となる。本人から見れば支援）が採られており、企業としては
当然のようにこれに対応しなくてはならない。そして前述のようにCSR、インテグリ
ティを考えれば、そのバーを思い切って上げるようにしたい。育児や介護休業も中
途半端なルール（小学校1年までは…、要介護××以上は…）はやめ、ライフ優先
の理念からどんなハンディキャップを持とうと働くことのできる環境を作る。逆にこ
のハンディキャップでの離職だけは何としても避けるようにする。保育所がなくてや
むなく退職していく人がいる時、育休だけで無理なら、保育所を企業内に作るとい
うものである。

ここで大切なことはこの優遇を受けるライフハンディキャッパーへのまわりの目で
ある。この目を優しくするのは経営者、そしてその代理人としての上司からの説明
である。これは理念の説明であり、CSR、インテグリティの意味である。そして反
CSR的な発言「あの人だけずるい」を避けるだけでなく、「温かい目」で見守ってい
けるムードを作っていく。



③学習
ワーク・ライフ・バランスに大きな影響を与えるものに前述の残業時間の削減が

ある。
ワークの時間が削減されるのであれば当然のようにライフの時間が増える。これ
を何にあてるのかは本人の自由であるが、企業として期待するのは学習である。
従来の言葉でいえば自己啓発であり、自らの意思で自らの時間（ライフタイム）に
自らのカネで学ぶものである。多くの企業はこの自己啓発を支援してきた。それは
この自己啓発という学習による「能力の向上」が企業に貢献するからである。

残業時間の削減はもう1つのことをもたらす。それは225ページで述べたようにス
ラックタイムの発生確率を上げることである。これには教育（企業が勤務時間中に
人材育成を行う）が当てられる。これも働く側から見ると学習である。

つまり残業時間を削減することで「学習する時間」を創ることができるようになる。
これまでのように「仕事が忙しくて勉強できない」という言い訳は言い出しづらくなる
。

企業から見ると能力主義にシフトしていく中で、この学習というテーマが経営とい
う仕事の中で大きくなってくる。つまり各人の学習（そのサポートの教育を含めて）
に資源（カネ、時間）を配分していくことである。
働く従業員から見ると仕事（ワーク）と生活（ライフ）の間にあるものであり、ワーク・
ラーニング・ライフ・バランスがそのテーマである。



これを企業、働く人の両者から見ていこう。
まずは企業からである。日本ではメンバーシップ型採用であり、働く人の仕事を限
定しない。そして解雇をすることはできず、65歳まで働く環境を作らなければならな
い。だから特定の人が今の仕事だけをやっているだけではそれしかできないように
なり、今の仕事がなくなったら困るし、次の新しい仕事、空きの出た仕事をやる人
が育たない。これを学習で解決したい。そう考えると勤務時間の中でのワーク・ラ
ーニング・バランスが大切である。しかし企業であるので当然ワーク（やらなければ
いけない仕事）優先であり、「勤務時間－ワーク時間」がラーニング時間となる。す
なわちスラック時間である。あるタイミングで（階層別教育などのようにトッププレイ
ヤー、リーダー、マネジャーになる前、なった時）強制的にワークタイムを使って教
育はできても、学習はスラックにしかできない。そのため忙しい人ほど勤務時間内
にラーニングタイムをとることができない。そして「今が忙しい人」ほど「次の仕事を
やるタイミング」に来ていることも多い。
そう考えると企業としてもライフタイムに期待するしかない。しかしライフタイムの使
い方は強制できない。できるのはインセンティブである。つまり学習したい人、学習
した人にはカネなどのインセンティブを出すしかない。家でのｅ－ラーニング（従来
の通信教育）受講費用・実施環境（パソコンなど）の援助、学習成果への報償（資
格試験合格者にカネを出す、キャリアアップ優遇…）、企業主催の自己啓発セミナ
ー（資格取得などの教育を勤務時間外に企業のカネで行う）･･･。



近年はこの教育と自己啓発という2つのラーニングを組み合わせてやることも多
い。例えば金曜（出勤日）土曜（休日）でセミナーを開催したり、勤務時間中のセミ
ナーを複数回として間に自己啓発を組み入れたり、そのセミナーに学習のための
フィードバックアドバイスなど（どのようにこれから学習していくかをアドバイスする）
を入れたり、といったものである。
これを働く人の側から見ると、まずはワーク・ラーニング・バランスという企業の意
思を理解し、自らのライフ・ラーニング・バランスを考えることである。つまり生活の
中に学習を取り入れることである。学校の“お勉強”がつまらないのは、役に立つ
かどうかわからないものを押し付けで勉強させられ、卒業しか楽しみがないからで
ある。一方、働く人としての学習は、企業という組織が望むものであり、自らのため
であり、その能力向上は給与アップだけでなく、自らのやりたい仕事に就けるチャ
ンスを広げる。
このラーニングタイムはライフイベントの制約を受ける。結婚、育児･･･といった生
活の時間を大きく取られる時である。ただそのライフイベントが必ずしもラーニング
タイムにマイナスに働くわけでなく、チャンスになることも多い。私は結婚してから
妻の協力で学習をすることができる環境となり、いくつかの資格を習得した（勤務
先もこれを支援してくれた）。そしてこれが私の「次の仕事」を生んでくれることにな
った。私は先ほどの次女に言っている。「妊娠、子育ては絶好の学習チャンスだ。“
次の仕事”“次の自分の人生”について学習すればハッピーになる」



３．ダイバーシティ戦略

ダイバーシティについても社会要請である。
企業におけるダイバーシティは「性別、キャリア、国籍など多様な人が集まること

でシナジーを生んでいく」という意味で使っている。ここでのポイントはこれまで述
べてきたようにフェア（公正、公平）である。フェアの反対語はアンフェアであり、不
正と不公平である。

不正についてはＰＡＲＴⅠのダイバーシティ規制をきちんと守り、守らせることであ
る。
ダイバーシティにおける公平とは、属人的な情報（男か女か、外国人か、高校卒か
大学卒か大学院卒か、･･･）によって人を差別せず、ただその人が持っている能力
、そしてそこから生まれてくる仕事にだけ着目して組織を考えようというものである
。そしてこの不公平は差別やいじめ（セクハラ、マタハラ、パワハラ･･･）といったも
のを生んでいく。
企業におけるダイバーシティ戦略は女性、外国人、障害者、そして非正規といった
、これまで差別を受けてきた人たちが対象となる。

３．ダイバ
ーシティ戦
略



（１）女性活躍戦略

①実態
私はクライアント企業などからの要望により、セミナーで「女性活躍」というテーマ

についてディスカッションさせることが多い。私がやっているセミナーは次期リーダ
ー、次期マネジャー、次期経営者を作るというものが中心で、このセミナーの受講
者のマジョリティは男性である。1クラス20人が標準であるが、企業によっては全員
男性であることもめずらしくない。受講者に女性が一定人数（4人以上）いる場合は
、この「女性活躍」というテーマでは男女別のグループとしてディスカッションしてい
る。また近年では私がやっているテーマ別のショットのセミナーでも「女性活躍セミ
ナー」というものが増えている。これらを合算してみると「女性活躍というテーマで
ディスカッションしてもらった人」は5000人を超えている。そのディスカッション結果
の概要は以下の通りである。

（１）女性
活躍戦略



（ⅰ）男性の意見
このテーマでのディスカッションは20年くらい前からやっているが、ここに来て傾

向が変化している。
5年くらい前までは、どこの企業も他のテーマと異なり意見があまり挙がらず、シ

ーンとしてしまう。これまで考えてもみなかったテーマなのであろう。出るのは「最
近、女性はがんばっている」という他人事の意見や、「うちの営業はお客が男性だ
から、女性を客先へ出すわけにはいかない」といった男女差別の言い訳が多い。
そして「女性は使いづらい」という本音のようなものも出てくる。私が「女性活躍」と
いくら言っても、「女性活用」という言葉になる。「活用」というのは「誰かが（男性）
が誰か（女性）を使う」というものであり、上目線である。そして何とベテランの人か
らは「女性は職場の花だから、うちにもほしい」といった少し信じ難い意見が出るこ
ともあった。
しかしここ数年、違ったタイプの意見がかなり出るようになった。社内で「女性活躍
」が話題となり、少し考えるようになったのであろう。近年、挙がる主な男性側の意
見は次のようなものである。



（a）働く環境について
これがもっとも多い。代表的な意見は「女性活躍の環境が整備されていない」「育

児などの環境を整備しないと男性と同等の仕事ができない。そのため現状は女性
登用が遅れている」というものである。つまり会社として「やるべきことがなされてい
ない」という意見である。一方同じ企業でも「産休、育休、時短は制度的に満たされ
ていて、活用されている」という意見も出る。見ている女性の違いだと思う。
（b）結婚、育児というライフイベントと転勤に関して

これが2番目であり、その意見はほぼ同じであるが、ややニュアンスが異なって
いる。「女性の働きには結婚、育児が支障になる」「女性既婚者の転勤は発令しづ
らい」、そして最後の本音は「女性が育児などで休職するのは何とかならないか(！
)、代替員が回ってこない」である。
（c）一般職について

前述のように多くの会社は均等法施行時に「転勤ありタイプの総合職」と「転勤な
しタイプの一般職」という区分を設けた。そして一般職のほとんどは女性である。こ
の区分についての意見も多い。「総合職の女性既婚者の転勤は発令しづらい」「一
般職のモチベーション維持が難しい」「若い総合職の女性が一般職のベテラン女
性に教育される局面があるのは厳しい」（このあたりが本音なのだろう。つまり一般
職より総合職の方が上という気持である）、最後は「女性は補助という感じがする」
「女性といえば一般職のイメージがある。女性総合職は少し奇異な感じがする」と
いった少し耳を疑うような意見もある。



（d）傾向分析
この他、傾向分析（自分のまわりの女性だけを見てそんなことをやっても意味が

ないと思うが）をする人も多い。「プレゼンテーション能力は女性の方が優秀である
」「資格取得は女性の方が早い」「最近は女性の方がタフである」「女性が適した業
務は事務部門に多い」、さらには「採用時点は女性の方が優秀な人が多いが、い
つの間にか男性が抜いている」といったものもある。
（e）その他

「女性自身も含め、女性だからと考えすぎなのでは」「女性だけ集めて会社へ意
見を伝えるとよい」といったものもある。

現状の男女差別の実態と、法規制に基づく女性活躍に対する会社の進め方に
ギャップ、違和感を持っている人が多い。企業としての説明不足を強く感じる。



（ⅱ）女性の意見
女性の意見もここに来て変わってきている。
5年くらい前までは男女差別を強く訴えるものが多かった。「すべての面で男女不

平等、特に人事評価はひどい」といったものが中心であった。さらには「女性の活
躍を心の中で良しとしない上司が多い」「うちの女性活躍制度は外部へのアピール
に過ぎない」あたりはまだソフトなのだが、「『うちの女の子』というのはやめて欲し
い」「『恋人いるの？』『結婚の予定は？』というプライベートな情報を聞くのはやめ
てほしい」といった少し信じられないような上司への指摘が多く（しかしこの上司た
ちは均等法を知らないのだろうか）、さらにはここにはとても書けないようなどこか
ら見てもセクハラ、パワハラだろうと思われるものもあった。

上記のものがこれまでの男性中心のセミナーに来た少数の女性リーダー候補た
ちの意見であったが、近年こちらも大きく変わっている。

女性活躍推進法を受け、女性だけを集めてセミナーをやることも増えている。こ
こではディスカッション（女性同士では意外に本音が出ない）に加え、2つのテーマ
について個人にレポートを書いてもらっている。それぞれ各人のキャリアプランレ
ポートと会社にサポートして欲しいことの2項目について、今の上司に絶対に見せ
ないことを条件に書いてもらっている。この傾向は次のようなものである。



（a）キャリアプラン
これは次のタイプに三分される。

・今の仕事と自らの能力のマッチングを感じ、今後も活躍していきたい。そのため
に組織に貢献していきたいが、はたして組織は自分を本当に評価してくれるのだ
ろうか。
・今の仕事を今後も続けたいが、このままでは年齢が上がるとやりたい仕事ができ
なくなってしまう。
・会社に不信、不安、不満を持ち、退職、転職を模索している。
（b）会社にサポートしてほしいこと、配慮してほしいこと

これについては、多い順に挙げると次のようになる。
・女性が働くルールについて

このうちもっとも多いのはテレワーク（在宅勤務）などフレキシブルな働き方を求
める声である。その他では、実際に育児などをしている人から時短期限、看護休
暇の対象の延長といった声も挙がっている。また「育児」だけでなく「介護」につい
てもっと考えてほしいという意見も挙がる。



・女性が働く環境の整備
ここでの多くは育児に限らず女性に対する「上司の理解」を求める声である。本

音で言えば、上司のインテグリティの無さ（品格の無さ、無神経さ･･･）を嘆いている
。そして「組織として女性のキャリアプランを明示して、フェアな、そしてワーク･ライ
フ・バランスに配慮のあるジョブローテーションを、上司の意向ではなく組織として
実行してほしい」というのが主流である。それ以外では「育児が終わった人は元の
ポジションに戻れることを保証してほしい」、「有休がとりづらい」という意見も挙が
る。
・人事制度

多くは「一般職、総合職」、「事務、営業、技術」という職種制度についての疑問で
ある。「なぜ分けているのか」「女性総合職に何を期待しているのか」といったこと
である。意見の主流は「世に流されて、実態を見ずにこの制度を作り、女性の上司
がその目的を理解していない」というものである。また総合職（受講者）の女性が
一般職の過保護を非難する声も挙がっている。「女性として一括りにしないでほし
い」という声である。またオフィスではなく、いわゆる社外の現場（セールスを含め）
で働く多くの女性は（特に若い人たちは）「私たちは現場で働いている。オフィスで
働いている女性とは違う」という思いが強い。



・男女差別に関するもの
これは2つに分かれる。1つは「女性向けのセミナーをもっとやってほしい」「女性

の交流の場を作ってほしい」というもので男女差別のリカバリーに関することであ
る。もう1つは「女性ということでキャリアを限定しないでほしい」といった男女差別
をやめ、男女平等にしてほしいという声である。前者の意見の方が多く、声なき声（
レポートには書かない、セミナーに出席していない）を考えると前者の方が圧倒的
に多いと思う。

またセミナーの休憩時間には個人別に無記名でアンケートをとっている。さまざ
まなものをとっているが、女性活躍に関しての結果は次のとおりである。



セクハラについては私が想像した以上に受けたことがある人がいる。これは信じ
難い結果である。

働く環境については以前は働きづらい一色だったが、少しずつ働きやすくなって
いるというトレンドであろう。

人事評価については、数年前までとは異なり「男女差別なし」がこれほど多いの
はむしろ意外である。



②ポテンシャル能力評価
私がやっているセミナーでは、前述のようにポテンシャル能力評価というものを

やっている。これらのセミナーは新しい仕事を担当するための知識、考え方、ノウ
ハウなどを学習するものである。この際、その仕事を担う能力（まだその仕事を担
っていないため潜在化していると考えられるのでポテンシャル能力と表現する）を
持っているかを評価し（セミナーの状況をビデオ撮影し、その能力を評価するため
のレポートを書いてもらう）、組織へのポジショニングアドバイスや本人への学習ア
ドバイス（能力をどう伸ばすか）に用いるものである。

これまで10,000人を超える人を対象にポテンシャル能力評価をやってきたが、そ
の中でここ5年間のリーダー候補者、マネジャー候補者向けセミナー（以下すべて
リーダー養成セミナーという）に絞ってその結果を男女別に見てみよう。

ここでは118ページの国でいう「指導的立場の女性を･･･」から、リーダー養成セミ
ナーに絞っている。（といっても経営者養成セミナーでは女性のサンプルがほとん
どないが。）

あわせて女性の受講者の平均年齢が43歳なので、男性もこれに合わせるべく調
整（男性の方がやや平均年齢が高いので、高年齢をサンプルから削除）した。
このリーダー養成セミナーでは下記のような10項目で評価するのがノーマルパタ
ーンであるので、この評価項目でやったポテンシャル能力評価でこの5年間にやっ
たものだけを対象にした。

この評価はA～Eの5段階評価であり、本人にはこれでフィードバックしているが、
企業側はこれを5～1に数量化している。5点満点での各能力の男女別の平均は以
下のとおりである。



(ⅰ)サンプル数
総サンプル数は2096、うち男性1991、女性105であり、女性比率は5.3％である。

この数字は私の感覚とも合っている。私の感じでは「女性はほとんど0」と「セミナー
受講者20人のうち女性が回によって0～3人」という企業が同数といったもので、結
果的に「20人のうち1人」というのが平均値となっている。多くの企業ではこのような
キャリアアップをイメージしたセミナーではフェアに対象者を選んでいる。すなわち
一定基準（リーダー、マネジャーの1つ前の資格ランクなど）にある人は応募できる
という形を採っているので、全体としても国のいう「指導的役割」の“候補者”は現
状では女性が5％と推測される。
(ⅱ)評価項目別の結果

この10項目について男女の平均値を比較してみる。
・戦略理解力

プレイヤーから組織のリーダーになっていくための条件として強く求められるの
がこの「戦略理解力」である。これは「組織としての戦略ベクトルを理解してメンバ
ーをリードできるか」を評価している。女性3.7と、男性3.3とははっきりとした有意差
＊が出ている。



セミナーのディスカッションでもたまに出るが（女性受講者がいる時は言い出しづ
らいのであまり出ないが）、クライアント企業の幹部クラスの人と話をするとよく「女
性は･･･」という発言がある。比較的多いのが「女性は大局観がない。見る目が狭
い」という意見である。正確にいうとそういう意見をフランクなシーンの時に（酒を飲
んでいる時などに）発言する人がいる。

このことは少なくともこのサンプルを見る限り当たっていない。今の仕事ぶり（ここ
から上記の人は評価していると思う。だから大局観を求める仕事を与えていない
のだと思う）からではなく、ポテンシャル能力としては「女性の方が大局観があって
、組織全体を見る目を持っている」である。つまり今、女性がやっている仕事は「そ
の高い能力が活かせていない」といえる。
・課題発見能力、課題解決能力

ここではイレギュラーな現象（トラブル、クレーム、遅延･･･）に対しての対応力を
見ている。課題発見能力は起きている現象を見て、その本質的な課題（遅延であ
ればなぜ遅れているか）を発見する力を見ている。これは女性4.4、男性3.9と共に
高い（だからリーダー候補に選ばれる）が、女性の4.4というのは極めて高い数字で
ある。本評価は絶対評価ではあるが、正規分布を意識している。5段階正規分布
法で考えると「5は7％」、「4は21％」となる。女性の4.4というのはごく少数の人（3以
下）を除いて5と4が同数ずついるという状態である。つまり能力的に「高い人がほ
とんど」（評価点4以上）であり、その半数は極めて高い（評価点5）。



課題解決能力はその課題に対し、スピーディーに適確な解決ベクトルをとることが
できるかを見ている。これも課題発見能力ほど激しくないが、女性3.8、男性3.5と有
意差が出ている。

この2つはいわゆる現場力を表すものである。つまり現場の課題を自らの考えでス
ピーディーに処理していく能力である。これについてもクライアント企業の幹部のフラ
ンクな場での意見は「女性は指示待ちが多い。言われたことはきちんとやるが、積
極的には動かない」というものである。しかしこの結果から言えば「女性の方が冷静
に現象を見つめ、かつソリューション力は高い」ということになる。
・企画力

企画力は受講者の作ったレポートを対象に、情報を整理し、分析し、これを表現す
る力を見ている。ここでも女性が3.5、男性が3.1とはっきりとした有意差が見える。



・実行力、集中力
実行力はセミナーではリーダーという仕事を実行していないので、直接的には見

ることはできない。そこでレポートなどから「リーダーへの意欲」を見ている。集中力
はセミナーを対象として、そこへの気持の集中度を見ている。この集中力は先天
的なもの（思考を集中できる）も確かにあるが、ほとんどはセミナーモチベーション
に依存している。このセミナーモチベーションを支えるものは「リーダーになりたい、
キャリアアップしたい」という思いである。

実行力は男女同じ、集中力は女性（3.8）が男性（3.6）よりもやや上という結果に
なっている。

これもクライアントの意見では「女性は上昇志向が低い。男性のようにギラギラし
た野望は持たない」というものである。ギラギラしているのか、していないのかはよ
くわからないが、「キャリアアップへの意欲は男女ともあまり変わらず、先天的な集
中力は女性の方が高い」がこの結果である。



これもクライアントの意見では「女性は上昇志向が低い。男性のようにギラギラし
た野望は持たない」というものである。ギラギラしているのか、していないのかはよ
くわからないが、「キャリアアップへの意欲は男女ともあまり変わらず、先天的な集
中力は女性の方が高い」がこの結果である。
・論理性、創造性

ビジネスを行う上での先天的なポテンシャル能力そのものを見ている。創造性は
課題解決能力に、論理性は企画力に大きな影響を与える。

この2つの能力評価は職種別のセミナーでは主力指標としてよく使われる。例え
ばソリューションセールス養成では、現セールス（創造性が高い人が多い）の中で
論理性の高い（インタビュー、プレゼンテーションを論理的にできる）人をセレクショ
ンするという形で使われている。

各人別に見ると多くの場合論理性と創造性はトレードオフの関係といえる。つま
り創造性が高いと論理性は低く、論理性が高いと創造性は低い。

全体としては論理性（男性3.4、女性3.8）、創造性（男性3.4、女性4.0）ともはっきり
とした有意差が出ており、特に女性の創造性の高さが光っている。

やはりクライアント企業の幹部の意見で出るのは（ディスカッションでもよく出る）
、「女性は事務職に向いている。細々した仕事をコツコツとやっていくのに向いてい
る」というものである。

一方、この分析結果は、「女性はどちらかと言えば創造性（新しいものを創り出し
ていく力）が高く、今企業が求める変革に必要な「破壊力を持つ人」（創造性の評
価点5）も多い」という結果になっている。



・コミュニケーション力、リーダーシップ
このセミナーではグループディスカッション、グループワークをメインとしてやって

いるが、ここでの人間関係を見ている。コミュニケーション力は「人の意見を聞く力」
「自らの意見を言う力」を見ている。リーダーシップは「グループメンバーがどういう
状態かを意識しているか、グループメンバーのパフォーマンスを意識しているか」
を見ている。

コミュニケーション力（男性3.5、女性3.9）、リーダーシップ（男性3.4、女性3.8）とも
はっきりとした有意差が出ている。そして多くの女性受講者は「人の話をよく聞き、
タイミング良く自らの意見を言う」「グループメンバーが今何を考えているかを常に
意識し、どうすればグループとしての成果が上がるかをよく考えている」という結果
となっている。

これについてもクライアント企業の幹部の意見は「女性はチームワークを意識し
ない（どうしてそう思うかは不明だが）、1人で仕事をやりたがる。リーダーシップが
なく統率力に欠ける」というもので、全く言ってよいほど当たっていない。

＊ 私はこのタイプの能力分析では±0.1は誤差範囲として、それ以上を“有意差あり”としている



(ⅲ)総論
明らかに女性の方が退職率が高いので人数は少ないが、40歳前後のリーダー（

課長、マネジャー･･･）の候補者には女性もいる。そのためサンプル数は少ないの
だが（と言ってもよく考えれば内閣支持率などの世論調査も高々1000程度のもの
が多いが）、多くの人（特に前述したように多くの経営者）が言っている「女性従業
員の像」とは違うものが出ている。

男女候補者のうちリーダー適任者はこの分析を見る限り圧倒的に女性の方が多
い。そしてこれらの企業では、当然のことながらこうしたリーダー養成、マネジャー
養成のポテンシャル能力評価だけでリーダー、マネジャーを選ばず、過去のプレイ
ヤーとしての人事評価も対象としている、というよりもそれが中心である。そしてこ
れにはさまざまなバイアス（今担当している仕事が必ずしも能力に合った仕事では
ないため結果が出ていない、人事評価をしている男性上司の評価スタンス･･･）が
ある。

もしリーダー、マネジャーの昇格にこのポテンシャル能力評価だけを使うと、どう
なるのかをシミュレーションしてみよう。

仮に「ポテンシャル能力評価の10項目平均が4.0以上で昇格する」と考える。ここ
で255ページの評価結果で男性は平均3.5、標準偏差0.6なので、何％が合格する
かをエクセル＊で計算してみよう。結果は20％の合格率となる。

一方、女性も同様に計算する（平均3.8、標準偏差0.5）と合格率は34％となる。



先ほどのサンプルの男女比率を男性2000人、女性100人と考えると、合格者は
男性400人（2000×0.2）、女性34人（100×0.34）となり、女性リーダー比率は8％と
なる。政府の言う「2020年30％」を考えるとこれでは足りない。つまり母数（女性リ
ーダー候補者）を増やすしかない。そのためには女性リーダー候補者の選定（リー
ダーの選定ではなく、その候補者の選定）に過去の人事評価（つまり上司推薦）を
考慮しないようにするしかない。

男性昇格者400人（2000人中）のままで、昇格の男女比率を7：3（女性30％）にす
るには女性合格者は171人必要であり、合格率34％と考えると候補者は503人、約
500人を必要とする。

リーダー選定において「男性候補者2000人のままで女性リーダー比率30％とす
るには女性候補者は500人必要」となる。つまり全体2500人のうち500人を女性と
することである。



国の要請である「女性リーダーの占める割合」を増やすために、男性側は何も変
えないで（候補者選定など。これを変えれば男性側から不満が出る。女性活躍の
せいで男性が被害を受ける）、全候補者のうち20％を女性にすれば、目標値の30
％となる。このためには女性候補者の枠を広げ（飛び級でもいい）、そのキャリアア
ップ条件をポテンシャル能力とするしかない。つまり女性の昇格には過去の業務
経験、人事評価結果をクリアしていくしかない。これがポジティブアクション（114ペ
ージ参照）の根拠である。

ただこれをやったとしても昇格者が30％となるだけである。つまり現状の男女比
が30％となるわけではない。しかし既存の男性リーダーを女性活躍のために降格
させるのはいくら何でも乱暴だと思う。昇格者を増やすということがギリギリのライ
ンであろう。

＊ エクセルの関数NORM.DISTを選びxに4、平均3.5、標準偏差0.6と入れて、関数形式をtrueとすると0.8と出る。つまり合格者は1－0.8＝
0.2、20％である。



③ポジティブアクション
国の言うポジティブアクションを上記のような「女性リーダーの増員」ととらえるのが

一般的である。
このポジティブアクションについては、既に進めている企業も多い。ワーキング･イノ

ベーションでは前述のように「キャリアアップについての女性側の気持（キャリアアップ
したい）、能力とも問題ない」という仮説を持って、これをさらに強く進めていく。

そのために次のベクトルを持つ。

（ⅰ）計画を作る
国が求めるポジティブアクションの計画（119ページ参照）を作る。ここでのポイントは

WHY、WHEN、HOWである。
WHYは「なぜこれをやるのか」をはっきりと組織内に（男性だけでなく女性にも）説明

してから進めて行く。国のWHYに従えば「女性は差別によってこれまで能力に合った
仕事に就けなかった可能性が高いので、キャリアアップ条件から過去の業務に関する
もの（特定業務の経験年数、人事評価結果）を取り払い、その“能力のみ”を対象とし
てキャリアアップ試験を行う」といったものになる。

WHENは「いつまでこれを続けるのか、つまりいつやめるか」である。ポジティブアクシ
ョンはイレギュラー処理であり、差別がもたらしたものを解消した時点で終わる。

HOWは「これを具体的にどういう形で実行するか」である。
これらを「ポジティブアクション計画」としてまとめ、トップ名（または人事部長など）で

経営戦略として全従業員に伝える。そして全従業員はその戦略に従う義務を持つ。



（ⅱ）環境を整える
ポジティブアクションの課題は「キャリアアップする女性」がキャリアアップした後

もその高い能力を発揮できる環境を作ることである。それはこれまで述べてきたこ
とをすべて従業員に対してオープンにすることである。

ここでの最大の抵抗勢力は男性上司である。これまで彼らはキャリアアップに上
司推薦、さらにはキャリアアップ条件に過去の人事評価があったため、「誰をキャ
リアアップさせるか」ということに大きく携わってきた。キャリアアップ試験があって
も、自らの意思（がんばっている“こいつ”をキャリアアップさせたい）をそこに通す
努力をしてきた人も多い（自らが評価している部下をキャリアアップさせるために人
事サイドに働きかける。キャリアアップ試験の勉強のチャンスをその人にだけに与
える･･･）。

ポジティブアクションでは基本的にはこれを取り払う必要がある。「男性上司を啓
蒙して、教育して･･･とやって、上司側から自然と女性を推薦していくことなどできな
い」という仮説を持つ。



だから「上司のキャリアアップに関する人事権（誰を候補者にするかなど）は取り
払う」という戦略を採るしかない。たとえ既得権益を持っている上司が反対しても、
「やり遂げる」という経営の意思が必要となる。もっといえば、これをやれば彼らは
必ず反対する。だから彼らの意見を聞いても仕方ない。トップの意思で決め、彼ら
には命令を下すしかない。無論、命令違反（それでも何とか自らの男性部下を上
げようとする）に関してはペナルティを課す（降格、異動･･･）しかない。

次の抵抗勢力が男性のキャリアアップ候補者である。彼らには「何も変わらない
」ということを伝える。これまでとキャリアアップ条件は同じである。だから自らに能
力があればこれまでどおりキャリアアップできる。もしキャリアアップに枠があるな
ら（はっきりとした枠があるというのなら、それ自体が問題でもある。つまりキャリア
アップを相対評価で決めること自体が問題である。ただキャリアアップによって給
与が上がることが多いので給与枠から来るものは考えられる）、枠は自ずと増える
し、枠がなくても結果としてキャリアアップ試験への応募者が増えるので、キャリア
アップする人は増える可能性が高い（というよりも、先ほど述べたように「キャリア
アップする人数は増やす」しかない）。

最後の抵抗勢力は「キャリアアップしない女性」である。これについては公平さを
説明するしかない。基本的には誰しもがキャリアアップできるチャンスがあり、能力
でこれを評価されていることである。



（ⅲ）業務経験を補う
キャリアアップのために過去の経験、人事評価結果を取り払うとすると、その部

分の補填をどうするかを考えなくてはならない。
経験を補うにはナレッジしかない。ナレッジとは知識だけではなくノウハウのうち

実際にその仕事をやらなくても学習できるものである。つまり机上で学習できる経
験である。ナレッジは個人の経験ではなく、過去の先人たちの仕事の経験を学習
できるように体系化したものである。つまり個人の経験では、その個人が仕事をし
ていく中で「ナレッジ＋α」を学習していると考える。そしてこのαを経験せずに補
うのは難しい。しかし逆に言えばこのαも個人によって異なり、それぞれが得てい
るものは異なっている。すなわちこのαはキャリアアップの絶対条件とはなりえな
い。

このナレッジを学習するチャンスを女性に与える。しかしこれをいわゆる教育とい
う形（すなわち勤務時間内）だけでやることは時間的に厳しい。そうなると自らの時
間での学習を求めるしかない。そして組織としてできることはその学習のサポート
である。基本的にはセミナーを勤務時間中に開いて、何を学習すべきか、学習す
るためのツール（書籍、テキスト、ｅラーニング･･･）を提供して学習効率を上げるこ
とである。



（ⅳ）キャリアアップ後の仕事の確認
キャリアアップの次は、そのキャリアアップに見合ったポストをどうするかである。

これは基本的には「能力に合ったポストを組織が選びポジショニングする」というの
が本線である。ただ「女性は今まで能力に合ったポストに就いていない」というの
が持っている仮説なので、自ずと「これまでとは違うポストに就く」という形になる。
つまりキャリアアップだけして「役職は変わっても、やっている仕事は変わらない」
というスタイルだけは絶対に採らない。これではまわりから「無理やり、ずるしてキ
ャリアアップしている」という目で見られてしまう。

そして「多くのポストは特定業務の経験を持っている」というのが前提であるから
（例えばマネジャーであれば、そのチームでプレイヤーとして仕事をしてきた）、こ
の面からの配慮をしたい。つまり業務経験をあまり必要としない仕事や、組織内に
その業務の経験をしている人が少ない仕事へのポジショニングである。具体的に
は新しくできたチーム、変革しようとしている部門（変革は過去を捨て、新しいモノ
を作っていくこと。変革の抵抗勢力は過去の経験である）、思い切って組織変革を
したチームのリーダー（例えば営業部、技術部、サービス部･･･と分かれていたも
のを営業マン、エンジニア、サービスマンが1つのチームになる）といったものが考
えられる。



④人事異動
人事異動に関しては基本的に男女差はなく、公平に行うのが原則である。人事

異動の最大のポイントとなる転勤については203ページで述べたようなルールでフ
ェアに（公正に、公平に）実施する。

ただし「これまで女性が能力に合った業務にポジショニングされていない」という
判断の下に、次のような形でポジティブアクションを実施する。

（ⅰ）能力評価
新しい能力に合ったポジショニングを実施する時は、これまでの上司による能力

評価を捨てて、新たな形で実施する必要がある。基本的には前述のような女性活
躍セミナーなどを通して、ポテンシャル能力評価を実施すべきである。項目は現在
人事評価で実施している能力評価の項目、資格制度や能力ランクの内容などをベ
ースとするのがセオリーである。この評価は既成概念を持たない第三者が行うこと
が望ましい。評価の対象となる能力が今やっている仕事に必要なものではなく、か
つポテンシャル能力なので上司ではない第三者でも実施可能である。



（ⅱ）キャリアプラン＆学習アドバイス
ポジティブアクションによる人事異動はイレギュラーなものであるから、女性従業

員からの希望も聞く必要がある。これは上記の女性活躍セミナーなどで、まずは
組織としてポジショニングの主旨を説明し、“今”がキャリアアップ、キャリアチェン
ジのチャンスであることを伝え、そのうえで自らの5～10年後のキャリアニーズをキ
ャリアプランというレポートに書いてもらう。そしてこのキャリアプランと上記ポテン
シャル能力評価を基に、評価者がフィードバックコメントで「やりたい仕事と能力の
ギャップ」と「それを埋める学習法」をアドバイスする。
（ⅲ）ポジショニング

ポテンシャル能力評価結果、キャリアプランをベースとして（無論今の仕事、これ
からやってみたい仕事も考慮して）、ポジティブアクションとしてのポジショニングを
行う。この人事異動はポジティブアクションという特別措置であり、通常の人事異
動とは異なる形で行う。現在プレイヤー、マネジャーのポジショニングは部門内に
ついては当該部門長、部門間は人事部門と各部門長の調整で決定することにな
っていても、イレギュラーな形で行う。すなわちポジティブアクション対象の女性の
ポジショニング権をすべてトップとそのスタッフ（人事部など）に持たせる。つまり現
場側はこの異動に抵抗できない。

このことを、希望に添って異動する人、希望には添わないが異動する人、希望し
たのに異動できなかった人といったすべての人に、結果だけでなくアクションプロ
セスについて、人事異動担当者が直接面談して話す。



（ⅳ）年齢
ここで危惧されるのは年齢である。ポテンシャル能力を持っていても、それが年

齢とともに劣化してしまうというのは考えられることである。女性キャリアアップ候
補者には長い間キャリアアップできず、男性候補者と比べ高年齢の人も当然いる
。男性の高年齢者はキャリアアップ試験で合格できなかった人だが、女性はそれ
に参加できなかった人である。ここで255ページのサンプル（平均年齢が40歳代前
半の男女）について10項目および10項目平均のポテンシャル能力評価と年齢との
相関係数＊を出してみると次のようになる。

サンプル数が2000以上あるので、「±0.2を超えている」と「相関がある」と考えてよ
いと思う。

この10項目、10項目平均ですべて±0.1を切っているので「相関がない」と考えら
れる。つまりこのサンプルでは年齢とビジネス能力の相関関係はないと考えてよい
。キャリアチェンジは年を重ねる（同一の仕事を続ける）とやりにくくなる。しかし上
記の仮説に基づいて、ある時期にポジティブアクションとして女性対象に一気にや
ることである。そしてこれを社会が強く求めている。

＊2つのデータの関係で、片方が増えると片方も増えるものを正の相関（1がもっとも強い）、片方が増えると片方が減るものを負の相関（
－1がもっとも強い）という。この関係を1～－1の数字で表したものが相関係数。

ビジネス
知識

戦略
理解力

課題発見
能力

課題解決
能力

企画力 実行力 論理性 創造性 集中力
ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ力

ﾘｰﾀﾞｰ
ｼｯﾌﾟ

10項目
平均

-0.08772 -0.04779 0.024057 -0.04638 -0.05261 -0.07741 -0.04192 -0.06291 0.022021 0.021001 0.016829 -0.03918



⑤採用と退職
女性活躍についてはもう1つ「女性従業員の比率を上げる」という社会が求めて

いるテーマがある。この比率を上げるのは採用であり、減らすのは退職である。（
ⅰ）採用

「女性の採用を増やす」ことを目標とするのだが、均等法の主旨に従えば募集、
採用に“性”を考慮してはいけない。できることは次のようなことである。
・男女が同じように仕事ができる。

もしこれまで「男性」と「女性」で同じ能力を持っている時、実質的に男性を優先し
ていたことがあれば、それを是正していく。例えば「女性は早く辞める」ということが
頭にあるのなら、それを解消すべく退職率の低下を図る。「力仕事が多い」といっ
たことが理由なら、女性にできないような仕事はロボット、IoTなどで対応していく。
女性がやって“つらい仕事”は普通の男性にだってつらい仕事である。「仕事が変
革するまでの間は現在やっている男性が対応し、入ってくる女性にはやらせない」
といった形を採るにしても、将来的には男性と女性が同じように仕事ができる環境
を目指す。これがダイバーシティであり、社会が要求していることである。企業とし
てもCSRを考えたら採るべき戦略である。



・女性に応募してもらえる会社になる
募集には「女性を優先すること」を約束するのではなく（均等法違反）、男女差別

のない会社であることを人事制度、働くルール、そしてポジティブアクションといっ
た“事実”を基にアピールする。仮に今は男性中心でも「その人の入社後は変わっ
ている」ことをわかってもらう。
・採用基準を明確にする

選考プロセスのルール、採用基準を文書化し、応募者に明示するとともに、それ
に準拠した選考を行う。そしてこの採用基準の柱をビジネス能力とする。
・中途採用について

女性のリーダーを増やすために女性のキャリア採用＊を図るということも考えられ
る。しかし2つの理由により厳しいものがある。1つは募集に際し「女性」を条件に入
れられないことである（間接差別も含めて）。2つ目は仮に採用できたとしても、この
理由で転職して入った女性リーダーを、男性メンバーが上司として受け入れられる
かということである。そう考えると中途については性に関係なく（女性リーダー増員
ではなく）、「特定能力を補充する」というジョブ型採用でしか使うことが難しい。

＊ 特定の職種について一定の経験を積んだ人を採用すること。



（ⅱ）退職
「能力」と「組織としての仕事」のアンマッチでやめるケースでは、組織にできるこ

とはあまりない。つまり会社の外部に、「本人がもっとやりたい仕事」があるという
時は、当然従業員に退職する権利がある。

そして女性の方が退職率が高いのも事実であろう。ただこの女性の退職は職場
環境を理由とするケースが多いと思う。つまり仕事は嫌ではないが、その働く環境
が耐えられないというものである。典型的なものがセクハラ、パワハラ、ルール違
反（コンプライアンス違反だけでなくフェアな人事評価をやらない、フェアな目標設
定をやらない･･･）といったものである。これについては次の2つの手を打つ。
･調査＆監査＆目安箱

253ページのセクハラアンケートのように、起きていることが予想されるテーマに
ついて無記名アンケートなどをとる。

そして起きていることが確認されたら、一気に監査を実施することである。つまり
そのアンケート結果の事実確認をし、対象者にペナルティを与えることである。そし
てこの環境汚染の被害を受けた女性には、これからは一切不利益を被らないこと
を宣言し、かつ実践する。

これをやった後にこの監視を定常化すべく目安箱を設ける。女性などの組織弱
者を上司などの組織強者から守る手段である。目安箱は無記名でも可（もちろん
記名でも可。秘密は守ることは保証する）とし、監査部門が事実確認を行う。



・カウンセリング
退職は、多くの場合「やめるかどうか悩んでいる期間」がある。この期間の相談

窓口を作る。この窓口は191ページのカウンセリングと兼ねることができる。カウン
セラーは組織外、または組織内の第三者であり、利害関係のない人（その人が辞
めると「困る」と思われない人）で同一の性がよい。つまり男女必要ということであ
る。カウンセラーは辞めないように説得するのではなく、辞めようと思った原因を聞
き、それを是正するようにその人に代わって組織へ訴える人である。



⑥働く環境
（ⅰ）ワーク・ライフ・バランス

出産、育児のみならず、そのライフスタイルから、男女ではライフがワークに与え
る影響が異なっているのは事実である。このワーク・ライフ・バランスが女性活躍
のマイナス要因になっている。これについて241ページで述べた「ワークとライフの
セパレート」がその基本戦略である。つまり指揮命令下にある時とそれ以外を分け
るルールを明確にすべきといえる。これについては組織内でも努力義務、すなわ
ちソフトルールであり、ペナルティを課すハードルール化はできない。

例えば「職場のメンバーで飲みに行く」といったものである。これを禁止すること
はありえないが、指揮命令関係ではできるだけやめることである。終業後飲みに
行く、休日にゴルフに行く、といった趣味のような世界（酒が嫌いな人、ゴルフが嫌
いな人もいる）は学校のクラブ活動のようなものといえる。学校でもクラブ活動と勉
強は分けて考え、クラブ活動をやるかどうかというのは自由意思であり、かつ成績
とは関係ない。ただヘビーなクラブ活動（甲子園を目指す野球部）は学業優先では
なくある程度の配慮はする。

だからライフはワークに全く関係ないが、飲み会などは飲むのが好きな友達同士
が集まってやるのは自由で、そこに仕事の利害関係（上司と部下など）はあまり入
れないということである。そして出産、育児、介護などヘビーなライフにはワークで
も配慮するといったものであろう。



（ⅱ）非同期
ライフの制約で男女に働く時間の相違が生まれてくるのも事実である。そして多く

の場合この時間は組織において相対的に優位にある男性側に合わせる方向に向
かうのが普通である。これは会議、打ち合わせといった同期コミュニケーションで
顕著に見られる（上司の都合で会議時間を決める）。これについてこれまで述べた
とおり非同期コミュニケーションを原則とし、例外手段として同期を使うという形に
する。
この非同期は女性活躍に大きな成果をもたらす。私の事務所には働く女性が4人
いるが、基本的には仕事自体が非同期（働く時間は自分で決める）であり、かつ仕
事の連携は必須である。そして最近はこれがより進んでいるが（1人の女性は夫が
転勤となりテレワークとなっている）、仕事のパフォーマンスは上がっており、「女性
活躍」は進んでいると思う。
よく「非同期などできない」と言う人がいるが、「やってみてできなかった」のだろう
か？「できない」と思い込んでいるだけではないのだろうか？



（ⅲ）男女の違い
トイレなど生活的なものは仕方ないが、できるだけ仕事をするスタイルも男女の

違いを取っていく。服装も「5月からはクールビズでノーネクタイ」となった会社もあ
るが、女性の多くは元々ノーネクタイである。ただ服装、またはアクセサリー、化粧
といった男女の違いがあるのは事実である。しかしそのルールの統一はできる。
例えばドレスコードのようなものを決めておいて「社内で働く時はビジネスカジュア
ル、社外へ行く時はビジネスフォーマル」といったようなルールとし、その解釈を男
女で例示する。制服などを決める会社もあるが、これも男女同じにする。これが異
なるなら制服などやめる。
呼び方なども「～さん」で統一する。上司が男性を呼び捨て、女性はさん付け（ひど
い時はちゃん付け）のことがあるが、統一することにメリットはあってもデメリットは
ない。
⑦非正規

非正規に占める女性の割合は大きい。そのため非正規対応と女性活躍は重な
る所が多い。この非正規対応については後述する。



（２）外国人ダイバーシティ戦略
外国人とのダイバーシティには次の3つの点に考慮する必要がある。

①言語
日本人だけが働く日本企業で、日本語以外を社内言語にしている会社はほとん

どない（と思う）。別に言語を変える必然性はないからである。アメリカの企業だっ
てフランスの企業だって自国語で話している。では日本人を中心にする日本企業
に外国人が入ってきた時、言語は何とするべきだろうか。これはやはり日本語であ
ろう。つまりこの日本企業で働くには外国人は日本語を学習するのが原則であろう
。極めて高度な能力を持っていて日本語を話せない人に働いてもらう時は、例外と
して通訳を使うという形にする。プロ野球の外国人助っ人と同じで、日本人選手と
は全く異なる労働契約を結ぶ。

では日本企業が外国に現地法人を作った場合はどうだろうか。現地法人の社内
言語は「現地」であるので（海外支店ではなく、現地で働く人が中心なので）現地国
語が当然であろう。そのため現地法人で日本人が働く時でも基本的には現地国語
を使う必要がある。ただそれが上の外国人助っ人のようにテンポラリーな仕事であ
れば通訳を付けることになろう。そしてそのテンポラリーが各国に渡る可能性をあ
る時は（日本でグローバル部門に属し、それが長期間継続）、通訳機能としての英
語は必須であろう。日本人は戦後アメリカとともに生きてきたこともあり、英語が世
界共通言語だと思っている人もいる。英語を第一言語（この言語で育った）として
いる人は全世界で1／4に満たない（無論中国語が一番）。

（２）外国人
ダイバーシテ
ィ戦略



残りの人のほとんどは「英語が話せる」というもので、自らで通訳機能を持ってい
るのが普通である（例外的に海外生活が長く母国語と同じような人もいるが）。

今、多くの企業が目指しているグローバルビジネスは体を使うものではなく、頭を
使うものである。昔のように「現地国の人に仕事のやり方を教える」といったもので
あれば、日本人が勉強した英語で伝え、現地の人が勉強した英語で理解して仕事
をやることもできる。しかし頭を使う仕事を協働するなら、日本人が日本語で考え
て（英語で考えられる人はごく少数だと思う）、これを英語に直し、伝えて、反応を
英語で受け取り、日本語に訳し･･･とやっていては仕事にならない。つまり頭を使う
協働は第一言語が同一の人（もしくは長年第二言語を使っていることでほとんど第
一言語になっている人も含めて）が集まってやり、そのアウトプットのみを他のグル
ープに渡し、そこで通訳していくという形しかない（AIで翻訳ができるまでではある
が。ロボットが将棋の名人に勝てるくらいだから、AIでプロの通訳に勝てないはず
はないと思う）。

ただし日本企業ではなくグローバル企業（国境なき企業）やアメリカに本社を移し
た会社などは社内使用言語を英語とするのも1つの手であろう。

日本最大の世界的企業トヨタはグローバルではなく国際である。つまり国境をな
くしたのではなく、国と国をつなぐ（これが際）国際であり、各法人は各国語で話し
ている。そして本社は日本であり、そこでの社内言語は日本語である。トヨタの豊
田章男社長は英語で話す時は基本的に文書を読んでいるし、海外での打ち合わ
せ、交渉には通訳が付いている。



②文化
ここでいう文化とはワーク・ライフ・バランスでいうライフにあたるものである。日本

人は島国、単一民族、さらには無宗教がマジョリティということもあり、自分たちと
異なる文化にはアレルギーを持ちがちである。したがって外国に行って仕事をする
時も「文化を無視して」というよりも、逆に文化を意識しすぎて混乱を招き、結果とし
てコラボレートのシナジーが働かない。女性のワーク・ライフ・バランスの項で述べ
たとおり、ここでの基本はワークとライフのセパレートである。ワークの時は文化よ
りも仕事の上でのルールを大切にし、その人の能力を見つめていくことである。海
外展開している日本企業（現地法人を含め）では「日本人が上司、外国人が部下」
というケースがほとんどである。ここでは「部下の文化を理解して」と考えがちだが
、そうではなく「公正さ」（ルールを守る）、日本人部下との間の「公平さ」を強く意識
していくことである。

そしてこの環境で働いている外国人たちは、ライフよりもワークに違和感を持つ
ケースが多い。例えば始業時間の前に朝礼などをやると、外国人の中には「これ
は仕事か？」と聞いてくる人もいる。そして日本人の上司は「だから外国人とはや
りたくない」と言う。しかし外国人の方が言っていることはまともである。法的にも指
揮命令下かどうかは大切なことである。外国人にすれば指揮命令下なら「言うこと
を聞かない時はペナルティを受けて当然」と思うし、「仕事外だったら強制はしない
でほしい」と思うのが普通である。



女性の時も述べたが、「ルールをフェアなものとして、ルールを守っていく」。これ
こそがダイバーシティの基本である。そしてライフについてはタッチしない。飲みに
行くことも、職場のイベントも「上司が企画して自らのチームで」という時間外行動
はありえない。どうしてもライフで何か行うなら上下関係を取り払う努力をすべきで
ある。それが多くの外国人がやる「家族ぐるみ」ということである。家族と家族の間
に上下関係はないし、上司といっても部下の家族は部下ではない。
③相関

日本人は国籍との相関を言うのが好きである。例えば「中国人はおカネに厳しい
」「韓国人は日本人が嫌い」「ベトナム人はまじめ」･･･。私がやっているセミナーで
グローバルについてやっていた時、ある人が「中国人は日本人と違ってこういう仕
事は向いていない」とディスカッションで発言した。ここに中国から帰化した人がい
て（発言者は中国人と知らない）、この人が本心から言っていた。
「どうして日本人はすぐにそういうことを言いたがるんだ。そういう中国人もいるか
もしれないが、そうでない人もいる。日本人だって同じだろう」

国と何かの相関を考えても仕方ないし、その相関の仮説をベースにその国の人
を見ては失礼である。
日本にはもう1つ人種に対する差別を持つ人が多い。ケニアから来て日本で2年間
働いたコンピュータSEと帰国直前に食事をしたことがあった。彼は私にこのように
言った。



「日本人はどうしてこんなに人種差別をするんだ。白人と黒人では対応が全く違う
。私は黒人だという理由でもちろん直接ではないが、間接的に激しい差別を受け
た。白人の提案だと聞こうとするのに、我々の提案だと受け入れようとしない。もっ
と驚くことにケニアがジャングルのような所だと思って、バカにしている。日本はIT
化が我々より遅れているのに、我々の能力レベルが低いと思い込んでいる」

もちろんすべての日本人がそういうわけではないが、「差別などしていない」と思
っている人でもその態度で相手は傷ついているかもしれない。

ダイバーシティの基本は一緒に働く人の能力だけを見つめて、そしてその自分に
持っていない能力にリスペクトして一緒に働き、その能力と自らの能力が重なるこ
とでシナジーを得るということである。



（３）障害者ダイバーシティ戦略
社会は障害者について、健常者とのコラボレートを求めている。したがって会社

はCSRの面から考えて、これを実現するしかない。というよりもインテグリティから
考えて社会が法として求めるレベル以上のものを実現していくべきである。仮にそ
れによりコストアップになっても、145ページのように「それをカネで買った方が得か
」などと考えず、社会利益のために実現する。

障害者が働ける仕事がない時はその仕事を創っていくしかない。「障害者のため
にカネを配るのではなく、彼らの働き場を創る、彼らと働く喜びを分かち合う」という
のが社会の想いである。

私のクライアントの食品メーカーでリーダー養成セミナーをやっていた時のことで
ある。昼食は自社の研修センター内の食堂でとることになった。ここではお盆に自
らで食事を取って、席に着いて食べるという方式をとっていた。その時のメニュー
のメインがカレーでサラダが付いていた。そして「少し変わった塩」が置いてあった
。私は「カレーにかけるのかな（このメーカーはよくカレーにトッピングするようなも
のが置いてあることが多かった）、サラダかな、でもドレッシングは置いてあるし･･･
」と思っていたところ、近くにいた受講者の女性の1人が近寄ってきて、「それはサ
ラダにかけるんです」と言ったので、私がかけようとすると「あっそんなにかけない
んです」と指導された。そして席に着いて食べていると、その女性は私をじっと見て
いる。そして食べ終わると、すっとやってきて「そのお塩どうでした？」と聞いてきた
。私はてっきりこの人がその塩の商品開発者だと思って「あぁおいしかったです」と
答えた。

（３）障害者ダイバ
ーシティ戦略



すると彼女は満面の笑みを浮かべていた。私はセミナーの事務局の人に「彼女
がこの塩の商品開発者ですか？」と聞いたところ、違っていた。私は興味があった
ので、その彼女と少し話をした。彼女は工場の生産ラインのリーダーで、彼女のラ
インは障害者中心であった。彼女が初めてリーダーになった時に新設されたのが
この商品のラインであった。当初、彼女は次のように思っていた。

「健常者である私に障害者の気持なんてわかりっこない。どういう気持で働き、何
を悩み･･･。そんな私が彼らのマネジメントなんてできるはずがない。何かあった時
『私の気持なんてあなたにはわかるはずがない』と言われたら返す言葉がない」

ラインリーダーに指名した上司に「私には向いてません」と辞退したが、それでも
上司は「考えてみて下さい」と時間をくれた。彼女も「やれない理由ではなくて、どう
すればできるか」を考えた。彼女は自分自身は何のために働き、何を喜びとしてい
るかを考えてみた。「自分の作った商品をお客様が食べ、『おいしい』と言ってくれ
ることが私の『仕事の喜び』だ。障害者の彼らにもこれを伝え、この気持に合意し
てくれるならリーダーをやろう」と考え、彼らの合意を得た。障害者の彼らは、自ら
の家族や友人に自分がどんなものを作っているかを自慢し、そのおいしさをアピー
ルした。そしてその商品を食べてもらい「おいしい」と言ってくれることに喜びを感じ
ている。

私は彼女に教えられた。障害者だけでなく、ダイバーシティの基本は「働く理念を
共有することだ」と。自分たちは何のために働き、どうなったらハッピーかを共有し
ていくことである。つまりミッション、バリューの合意である。



（４）従業員セグメント戦略
従業員をいくつかのグループに分けることを従業員セグメントと呼ぶ。正規、非

正規もこの1つである。このセグメントの違う人が一緒に働くということもダイバーシ
ティである。

①採用時のセグメント
これまで何度の述べたように日本では従来からメンバーシップ型採用を採ってき

た。つまり仕事を限定せず、入社後その適性を見て担当する仕事を決めるもので
ある。一方、諸外国はジョブ型採用であり、担当する仕事を決めて採用時にその
適性、能力を判断して採用を行う。

しかし日本でも3つの点でジョブ型採用に向かう動きがある。
1つは従来の男女別採用の流れから来る、均等法以降の総合職、一般職というセ
グメントである。これについては実質的には男女別採用の延長であり、一般職は
女性で、仕事が限定され、給与が抑えられる。一方、総合職は男女均等採用とな
る。これまで本書で述べてきたトーンでわかるようにこれは廃止すべきである。つ
まりこの区別をなくすことである。そして先ほど述べたような女性のリポジショニン
グを同時に行う。つまりポジティブアクションであり、女性セミナーにおけるポテンシ
ャル能力評価、キャリアアップ後のポジショニングである。

（４）従業員セグメン
ト戦略



2つ目は総合職といっても、営業職、技能職、技術職、研究職、事務職･･･といっ
た職種区分を設けて採用するものである。営業職であると基本的にはずっと営業
という仕事を続ける。しかしそのバランスが崩れると「技術職を営業に」といったこ
とが起きることも普通である。そしてマネジャーから先へキャリアアップしていくと、
これが消えていく（実質的には残っていても、ルール上は識別がなくなる）のが普
通である。つまりプレイヤーには職種区分はあるが、マネジャー以上にはないとい
う形である。

これについても何のためにあるのかわからない。就職、採用時に「営業をやりた
い」という人に「営業職」を、技術をやりたい人に「技術職」をという形で応募者の希
望をマッチングさせていくのなら、入ってからこの異動があるのはおかしい。しかし
「異動なし」を担保するのは難しい。「営業をやる」と思って（言われて）入ったら途
中で不本意にも事務職になっては労働契約上問題がある。

そもそも採用時にこれをやること自体が問題である。「仕事の適性」を選考期間
の何日か（あるいは短期間のインターンシップで）のイベントだけで決めるのは得
策ではない。というよりも乱暴な話である。そしていずれはリーダーになっていくと
無くなる区分なら、あっても仕方ない。しかも多くの企業が事業開発、事業変革を
志向している。その中で全く新しい職種がどんどん誕生している。例えばセールス
エンジニア、マーケター（マーケティング戦略を担う）、デリバリセールス（ドライバー
兼セールス）･･･といったものである。そう考えれば採用時の職種セグメントは働く
人、組織の両者にとって不適切である。採用時に区分する必要があるのは203ペ
ージの勤務地に関するものである。その変更が可能であることの条件を説明して
、労働契約の1項目とすることがノーマルである。



3つ目は学歴によるものである。ほとんどすべての会社は高校卒、専門学校卒、
大学卒、大学院卒といった最終学歴で採用後の資格ランクのスタート位置を決め
ている。高校卒なら5級から、大学卒は4級から、大学院卒は3級からといったこと
である。これをどうするかは難しい問題である。それはこれによって当然初任給が
変わるからである。かつこのルールに会社、学生ともほぼ合意して運用している。
そして多くの会社は応募者が初任給によって選択することを避けたいと思っている
（はっきり言えば価格競争で学生を奪い合えばあまり幸せはない）。その中で自社
だけ「能力主義で採用、スタートラインは学歴関係なし」という形を採るのは難しい
。「思い切って採る」としてもそれによってすでに入社している2年生、3年生などを
どう処遇するかが難しい。

学歴による採用時セグメントの根拠に生涯賃金がある。日本には定年があるの
で、高校卒で入社するのと、大学卒で入社するのでは働く期間が平均4年の違い
がある。しかも基本的には年とともに給料は上がる仕組（傾向）になっている。そう
なるとスタートラインを同じにしてしまうと、生涯賃金は高校卒の方がかなり大きく
なってしまう。だからこれを学歴で調整するというものである（まあ働いている時間
が違えば生涯賃金は違ってあたり前とも言えるが）。
これらのことを考えると学歴によりスタートラインを変えるというのは納得していくし
かないと思う。ただ能力によるランクアップの要素を勤続年数とともに高めていくこ
とでこの不公平さを調整するしかないといえる。



②解雇＝非正規
解雇についてセグメントするものであり、従業員を正社員と非正規社員に分ける

こととほぼ同意である。これを非正規のパターンごとに考えてみる。
（ⅰ）派遣

派遣については、法的には3年同じ仕事を続ければ正社員の道が開けるように
と考えている。

派遣の場合、「自ら望んでこのスタイル」というのは極めて少数だと思う。つまり
ほとんどの人は「有期労働契約」、「働く場所と労働契約先の違い」という派遣スタ
イルを望んでいない。これについてはどう考えても「本人が望んだら受入れ先側の
正社員化」が基本ベクトルであり、中途採用と同じ扱いとなる。そし企業側がどうし
てもテンポラリーな労働パワーを望むのであれば、派遣ではなく請負契約とする。
つまり労働契約ではなく、自社に指揮命令権を持たないで成果物のみを受領する
。これは働く側から見ると無期雇用、つまり請負会社の正社員となる。



（ⅱ）派遣型請負社員（表現は微妙だが）
請負契約で仕事を他社へ頼んでいるが、働く場所が自社で「実質的には自社に

指揮命令権がある」というものである。きつくいえば偽装請負である。これは前述
のようにこの不自然な状態をすぐに解消する。方法は2つある。1つはこの形で働
いている人を相手先の会社と協議して自社の正社員とすることである。

もう1つは自社の指揮命令権を完全になくすことである。つまり本来の請負契約
とする。これは「働く場所」を変えるのがもっともノーマルな策といえる。一番すっき
りしているのは自社でなく本来の労働契約先の他社で働くことである。ただそれが
仕事上無理なら（その場合の本線は上の「正社員」だが）、せめてその自社で働く
場所の中に「他社の働く場所」を作り、物理的に境界線を引くことである。そのうえ
で両者の打合せはあっても指揮命令はなく、打合せの議事録を作り、これを2社の
代表者間（無論経営者ではなく、その仕事の両社のリーダー）で承認するというも
のである。



（ⅲ）有期雇用
これはいわゆるパート社員と契約社員に分ける。

(a）パート社員
パート社員とは自らのライフの都合により、勤務時間を短くするというものである

。多くの場合この労働スタイルは本人の希望による所が多い。そして多くのパート
社員は有期雇用である。しかし社会から見るとパート社員を有期雇用とする理由
は見当たらない。というよりも、いつでも解雇できるというのが理由であれば、解雇
権濫用法理、雇い止め法理（働き続けたい人を有期とて解雇できない）があるので
、無期雇用（パートの無期雇用を正社員と呼ぶかは別にして）にするしかない。本
人に有期雇用の意思などあるはずはない。法的には無期の労働契約において労
働者はいつでも辞める（労働契約を解約）権利を持っている。

パートという組織の弱い立場の人に労働契約上で差別するのは労働法の趣旨
からしても、そのCSRからしてもやるべきではない。雇止めをして、その人から訴え
られたら、会社の負けは見えている。

給与体系など労働条件が正社員とパートで違っているのは当然（均等ではなく、
働き方によって均衡）だが、働く上での最大のポイントである解雇権をパート社員
にだけ一定時期に持つということには正当性がない。



(b)契約社員
105ページで述べたとおり、有期労働契約はその継続が5年を超えると本人が望

めば無期雇用への転換を義務付けられている。かつ雇止めの規制、正社員との
均衡の努力義務まで要求して、社会は有期雇用をやめるように望んでいる。2017
年には社会のリーダーである首相が「日本から非正規（主に有期雇用を指してい
る）という言葉はなくす」とまで宣言している。したがってこの規制は強まることはあ
っても弱まることはない（どこが政権を取ろうとこのベクトルを変えることは考えられ
ない）。

会社から見れば法的にもCSR的にも一刻も早く有期雇用をなくしていくべきであ
る（仮に人件費が上がっても）。

つまり「テンポラリーな労働力を外から買う」という資本主義スタイルをやめること
である。有期雇用の採用時に「働いてみないとその能力がわからない」と思うのな
ら、85ページの無期雇用の試用期間を用いればよい。試用期間は新入社員など
に対して3ヶ月～6カ月くらいを仮採用とし、それが過ぎてから両社合意の上（とい
っても働く側は合意しなければいつでも辞められる）本採用とするというものである
。試用期間中は解約権留保付労働契約と考えられる。つまり試用期間中は企業
側が労働契約の解約権（＝解雇権）を持っている（ただし不当なものは不可）。

この無期雇用の試用期間を考慮すれば、採用時点で有期雇用から無期雇用へ
転換することはハードルが高いとはいえないと思う。

学生アルバイトなどのように本人もテンポラリーを望んでいる場合を除き、社会
の要請に従って非正規という労働契約セグメントをなくしていくしかない。



（５）労働組合戦略
組合員と非組、経営者との関係もダイバーシティ戦略の範疇と考える。
労働組合については次の3点をその戦略ベクトルとする。

①経営との関係
本書で想定している企業は従業員ガバナンスである。つまり経営者は従業員が

すべてである。社外取締役は経営者ではなく、監査役と同じ役割である。
つまり会社内はすべてが従業員であり、法の想定する「使用者と労働者の対立」

といったものがない。
労働組合の大きな目的の1つである給与交渉についても「戦い」とはならない。使
用者が株主の代理人として利益を目標とするのなら、労働者の給与を下げて利益
を上げようとする気持が働く。しかし従業員ガバナンスでは経営者も従業員であり
、給与をもらっている。そしてそのルールに則って誰しもが公平にキャリアアップ（
管理職→経営者）する権利を得る。だから法的に経営者となっても「給与を下げる
」というインセンティブは働かない。逆に「上げたい」という気持を持っているはずで
ある。これに反対するのは「利益」を強く求める株主である。つまり給与の「戦い」
は「使用者対労働者」ではなく、「株主対従業員」である。そしてこれは最初から分
け前を決めておけばよい。これが345ページで述べる付加価値分配での事前合意
である。

（５）労
働組合戦
略



では労働組合という存在は、経営としてどのようなものになるのだろうか。それは
パブリック・リレーションズである。労働組合のほとんどは102ページで述べたよう
に企業別組合であるが、その多くが上位組織のメンバーとなっており、その頂点に
ナショナルセンター（連合）がある。そして社会全体としては、特に法的には使用者
（経営側）と労働者（労働側）という構造をなすことになる。したがって企業別労働
組合は社会との関係における窓口と考えることができる。

〔会社〕 〔社会〕

労働組合経営者
経団連
など

ナショナル
センター

労働者代表 経営者代表

社会としての調整

労働組合経営者



つまり労働組合の主な役割はその労働者の代表として連合体（上のナショナル
センター）と経営者側の代表としての連合体（経団連など）と、働くルール、給与な
どの条件を社会として調整をすることである。会社から見るとパブリックリレーショ
ンンズの窓口の1つである。

本書を執筆しているのは2017年7月であるが、「連合が高度プロフェショナル（高
プロ）制度を盛り込んだ労基法改正に合意」そしてその後「合意撤回」という記事が
出ていた。これは政労使、3者調整で使用者側（経団連）が出した高プロ制度を、
連合という労組の代表が一旦合意したが、各労組の意見を聞いて撤回したという
ものである。

このように社会的な労使調整（昔のベースアップの春闘のようなもの）がその最
大の役割といえる。



②マネジメントとの関係
企業内には労働組合と経営者の間に、いわゆる管理職というマネジメントゾーン

がある。
このマネジメントは指揮命令権、人事評価権を持っており、それは一般従業員（労

働組合員）の人生を決めると言ってよいものである。これによって「部下は上司に何
も言えない」というムードが出来てしまう。こうなるとルールを越えて権利濫用のリス
クがある。その典型はパワハラ、ルール違反の人事評価といったものである。

この力の弱い一般従業員の集まりが労働組合であることを考えると、社内にある
労働組合の最大のテーマは、このマネジメントの権利濫用のチェック、つまりマネジ
メントの監査機能である。社内に経営に伝えるための目安箱を作ることを述べたが
、マネジメントと従業員の間については労組の方がその力を発揮しやすい。つまり
ハラスメントや違法行為について労組に相談し、これを労組はマネジメントを通さず
、直接経営へと伝え、その是正を図るという仕組である。
①のパブリック・リレーションズが労組連合体としての役割なら、これはまさに社内
労働組合の最大の役割である。一般従業員から見るとマネジメントを通さない経営
とのコミュニケーションであり、マネジメントの横暴を抑制する守り神である。

労働組合
（一般従業員）

経営者 マネジメント
是正 監査

ダイレクトコミュニケーション



③結成と加盟
社会全体として見ても現在の労働組合の結成率は20％以下であり、労働組合が

ない企業も多い。そしておそらく経営側も労働組合の必要性を感じておらず、もっ
と言えば「ない方がよい」と思っている人もいる。

しかし上のように考えていくと会社という組織では、マネジメント以外の従業員は
、労働組合という経営者との対話機関に加盟すべきといえる。そのためユニオンシ
ヨップは労組だけでなく、話す相手である経営者から見ても意味のあるものとなる
。今や労組にとって法的にはもっとも大きなイベントである三六協定も、労組がな
いと経営は社会への説明が難しいし、パブリック・リレーションズの窓口といった面
からも、経営にとって労働組合はあった方がベターだし、かつその加盟率も高い方
がベターである。



PARTⅢ ワーキ
ング・イノベー
ション・システ
ム

ワーキング・イノベーション戦略を受け、いよいよそれを実現する仕組につい
て考えていく。この仕組は大きく3つに分けて考える。

1つは組織構造である。組織のメンバー個々が何をやり、個と個の関係がどう
なっているかを再構築するものである。

2つ目は人事システムである。いわゆる人事制度であり、キャリアアップ、人
事評価といったものが対象である。組織構造が静態システム（働く仕組）であれ
ば、人事システムは動態システム（その仕組を動かすルール）である。

3つ目は人材育成システムである。組織メンバーが個々の能力を上げていく
仕組である。この人材育成はワーキング・イノベーションの究極の目的であり、
その結論である。



第１章
組織構造イノベーション

第1章 組織構造イノ
ベーション



１.フレームワーク
まずは組織構造をイノベーションする上でのフレームワークを考えてみよう。

（１）ワーキング原則
ワーキング・イノベーションを実行する組織構造を設計する上で、154ページで述

べたワーキング原則がそのフレームワークとなる。これを組織構造の面からもう一
度確認しておこう。
①個人原則

組織は従業員のためのものであり、従業員が働く仕組である組織構造は、従業
員が働く上での個々の分担を決めるものである。したがって組織構造の決め方は
「組織としてやるべき仕事→部門としてやるべきこと→チームとしてやるべきこと→
個人としてやるべきこと」とブレークダウンしていくのではなく、組織としてやるべき
仕事（トップダウンアプローチ）と個々人の能力でできる仕事（ボトムアップアプロー
チ）を調整するマッチング方式を基本とする。
②平等原則

ここから生まれた労働契約の平等性（正規、非正規の区分をなくす）をフレーム
ワークとしていく。すなわち組織メンバーの個々の時間制約（すべての組織メンバ
ーは働く時間に制約があり、個々によって違う）を考慮して、全体の組織構造を設
計する。例えばパート労働者を補完的役割ととらえるのではなく、他の組織メンバ
ーと同様の組織構造設計の対象として見る。

１・フレームワ
ーク （１）ワ
ーキング原則



③システム化原則
組織は1つのベクトルを持ち、組織メンバーはこれに合意していることが前提であ

る。つまりミッション、バリューなどの理念、PARTⅡのワーキング・イノベーション戦
略を前提として組織構造を考える。
④秩序原則

意見秩序により組織内には上下関係が生まれる。この上下関係の設計も組織
構造の範疇である。
⑤権限委譲原則

組織内で権限委譲がなされることを前提に組織構造の設計を行う。権限委譲に
より拡大する管理範囲は、組織の高さをピラミッドからフラットへ向かわせる。
⑥PDCA原則

PDCAサイクルによるマネジメントによって、さらに管理範囲は大きくなる。権限委
譲と合わせることで、管理範囲は現状よりも大きくなる前提で未来の組織構造を考
える。
⑦ES原則

組織構造の目標はESを高めることにある。その最大のポイントは従業員の能力
が最大限に発揮できる組織である。



（２）ビジネスモデルのフレームワーク
前述のようにビジネスモデルにはストックビジネス、フロービジネスというパター

ンがあり、そのビジネスモデルによって組織構造は異なる。
ワーキング・イノベーションではフロービジネスをそのフレームワークとする。つまり
「顧客から注文を受け、仕事を開始する」という仕事のスタイルである。その理由
は2つある。
1つはストックビジネスの戦略ベクトルがフロービジネス化にある点である。例えば
自動車産業で見られるカンバンである。自動車産業全体としてはストックビジネス
と考えられるが、顧客との接点では顧客の要求する（注文する）自動車をタイムリ
ーに届けるように考えている。顧客の注文を受けてから届くまでのリードタイムをIT
、ネットワークなどにより短縮化していく中で、ストックビジネスがより顧客満足度が
高く、安全な（在庫をなくす）フロービジネスへと向かう。これはあらゆるストックビジ
ネスで見られる。在庫を持つ大型店舗が極限までこれを落としてフロー化（コンビ
ニ化）していく、出版という典型的なストックビジネスが電子書籍によりフロー化して
いく･･･といったものである。

もう1つの理由はストックビジネスを顧客を中心に考えればフロービジネスと見る
こともできる点である。典型的なストックビジネスである消費財メーカーなどは顧客
ニーズをとらえて、それに合った製品を作ろうとしている。つまり長い目で見ると顧
客のニーズに合わせて作るフロービジネスである。

（２）ビジネス
モデルのフレー
ムワーク



フロービジネスの特徴は「顧客中心の仕事」という点である。つまりワーキング・
イノベーションにおける組織（＝フロービジネスの組織）は、顧客中心に設計されて
いく。

ここでの組織構造設計の原点は顧客のセグメント化であり、そのセグメントに対
応する仕事、チームという組織構造設計が先ほどのトップダウンアプローチ側の
出発点となる。



（３）仕事割当のフレームワーク
各人の仕事をどのようなものにするか（“割当”と表現する）は組織構造設計のボト

ムアップアプローチ側の出発点である。このフレームワークを考えてみよう。
①3Sの逆

顧客ニーズにより組織としての仕事が現れ、これを組織の各メンバー（各メンバー
の能力）が分担していく。この各メンバーの分担のことを「機能」と表現する。

この分担する機能には従来3Sという原則があった。これは工場での労働をイメー
ジしている。この工場労働が組織の機能というものを考えた最初である。工場労働
は皆が協力、分担して大量のモノを作っていくというストックビジネスモデルである。

3Sとは単純化（Simplification：仕事を簡単にすること）、標準化（Standardization：
仕事のやり方を統一していく）、専門化（Specialization：1人がやる仕事をいつも同じ
にしていくこと）の頭文字をとったものである。

産業革命から生まれた現代企業はこの3Sをベースとして生まれ、環境変化によっ
てその組織スタイルを変えて成長していった。ただそのベースは常に3Sにあった。

ワーキング・イノベーションではこれをすべて捨て、その反対のベクトルを採る。

（３）仕事割当のフレームワー
ク



（ⅰ）高付加価値化（⇔単純化）
3Sにおける単純化は「仕事を簡単にできるようにして、仕事のスピードを上げる」と

いうことである。単純化の最大の問題点は、仕事をやっている方から見ると自らの
能力が上がらないということである。単純な仕事のくり返しは、黙っていてもできるよ
うになり、やっている人を飽きさせてしまう。そしてこの単純化された仕事はコンピュ
ータ、産業用ロボットの登場で次々と自動化されて行く。これが工場単能工（1つの
仕事だけができる工場の人）のリストラを生んだ。

働く人に着目すれば単純化によるメリットはほとんどない。だからワーキング・イノ
ベーションでは仕事を複雑化していく。正確に言うと、仕事を単純部分と複雑部分に
分け、前者を機械、IoTが、後者を人間がやる。そして単純部分を機械化した時間を
、仕事の複雑化による時間増大部分に当て、仕事の高付加価値化を目指す。高付
加価値化とは「顧客にとっての価値を高める」ということである。単純化は仕事の所
要時間を減らしていくものであり、高付加価値化は一定時間内での仕事の成果物
の価値を高めていくものである。

前述のようにアズビルのグループ理念には「人を中心としたオートメーション」とい
うものがある。これを聞いたのは10年近く前だが、最初は何を言いたいのかよくわ
からなかった。アズビルと付き合っていく中で自分なりに解釈した。それはオートメー
ションというのは「人減らし」になるようなイメージがあるが、そうではなく機械がやる
ことは機械に任せ、人のやるべきことをもっと増やしていくというものである。そして
アズビルは“人のやるべきこと”について「現場で価値を創ります」としている。つまり
高付加価値化である。高砂はこれを経営理念で「最高の品質創り」と表現している。



（ⅱ）多様化（⇔標準化）
3Sにおける標準化は「多くの仕事を均一化していくことで、誰でもできるようにす

る」ということである。ただこれも「誰でもできること」であれば、機械、コンピュータ、
ロボットにもできるようになり、人間がやるべき仕事とはいえなくなる。そしてこんな
マニュアル化された仕事などやっていてもつまらないし、能力も上がらない。ファー
ストフードショップのアルバイトのように「短期間でやめてしまうので、即戦力化とコ
ストダウンのためにマニュアル通りやらせる」というのはワーキング・イノベーション
の反対ベクトルである。ワーキング・イノベーションではすべての従業員は「無期雇
用で働く」という仮説を持っている。

仕事の標準化ではなく仕事の多様化を目指す。正確に言えば、標準化できる所
は標準化するが、仕事のアウトプットである成果物はやる状況によって異なるもの
にする。そしてその多様化の原点は顧客である。ワーキング・イノベーションの組
織は顧客中心であり、顧客ニーズによって仕事を変化させていく。ハンバーガー店
員であればマニュアル通りに仕事をやるのではなく、顧客ニーズに対応した仕事と
していく。例えば顧客に肉の焼き方具合を提案したり、味加減やトッピングを調整
したり･･･というものである。



（ⅲ）多能化（⇔専門化）
3Sにおける専門化は「担当する仕事の範囲を小さくしていくこと」であり、その目

的は「仕事の熟練を高めること」である。しかし専門化はいくつかの問題を抱える。
その最大のものはその専門化した仕事が消えると、その人がやる事がなくなって
しまうことや、かつてない難しい仕事が生まれた時、やる人がいないことである。さ
らには今の仕事にだけ専門化してしまうことで、その人が新しい仕事にチャレンジ
しなくなる。こうして組織は年をとっていき、死を迎えてしまう。

ワーキング・イノベーションでは多能化をそのベクトルとする。つまり「1人の人間
が担当する仕事の範囲を広げていくこと」である。セールスマンであれば顧客開拓
、折衝、クロージング、アフターフォローということを分担せず1人で行う。さらには
営業だけでなく技術サービスなどのオペレーションも担当し、営業と技術という仕
事を1人で担当する。

トヨタは組立作業を「流れ作業」（1人1人の仕事の分担を小さくする）から「屋台方
式」（1人で組み立てる）へと変える戦略ベクトルを持ち、多能工（いろいろな工程を
やる工場員）を育てた。ヤマトはセールスを顧客へ訪問するドライバーが行うよう
にしてドライバーをプロフィットセンター（303ページ）へと変革した。



②仕事割当イノベーションがもたらすもの
この高付加価値化、多様化、多能化がもたらすメリット（というよりも導入理由）と

デメリット（問題点）を整理してみよう。
（ⅰ）メリット
・働く人から見て

働く人から見て最大のメリットは、「単純で誰でもできる仕事を一生やっていく」とい
う働き方では能力が一定レベルまでしか求められないが「高付加価値でさまざまな
仕事を幅広くやっていく」という働き方では終わりのない能力向上が求められること
にある。そして能力向上によって難しい仕事をやり遂げれば達成感が得られ、自ら
の仕事にプライドが持てる。そしてこの能力向上、達成感、プライドがESを高める。
・組織から見て

1つはこれによりリアルタイムな代替性が高まる。つまり特定の仕事、機能に偏り
が生まれても、多能化によりチーム内の多くの人がこれを代替してサポートできる。
時間制約（残業削減、時短･･･）が特定の人に生まれても、これをチーム内の他の
人が補完できる。専門化してしまうとその人しかできない仕事が生まれ、代替性が
なく、調整機能が果たせない。

2つ目は組織としてのフレキシビリティである。ワーキング・イノベーション組織では
、顧客などの外部変化に応じて組織構造を変えたり、ポジションを変えたり（人事異
動）する必要がある。1人の人から見て機能が狭いとこのフレキシブルさに対応して
いくことができない。



（ⅱ）デメリット
・能力と仕事のマッチング

先ほどの裏返しであるが、1つ1つの仕事が求める能力が幅広くかつ高度化して
いくため、当然のことながら特定の人から見て「できない仕事」も出てくる。これにつ
いては、「できる人だけでやる」のではなく、「できない人」が「できる人」のサポートを
受け（教育）、自らで学習することで「できる人」になっていくと考える。つまりワーキ
ング・イノベーション組織には協働、教育、学習という要素がより強く求められる。

あわせて組織としてはその人が今どんな能力を持っているかという情報（能力ラ
ンクなど）と、各仕事にはどんな能力が求められるかという情報が必要である。そし
てこの2つの情報をマッチングする仕事（ポジショニング）がリアルタイムに必要とな
る。これを担うのがワーキング･イノベーションではチームマネジャーである。
・時間と仕事のマッチング

それぞれの仕事が3Ｓ化されていないため、各仕事に時間のバラツキが大きくな
る。しかも組織の各メンバーはそれぞれ働く時間の制約がある。そのため顧客の時
間的要求に応じられず、納期遅延となる可能性は高くなる。これについては前述の
ようなチームマネジャー、スタッフによるサポート体制が必要となるだけでなく、末端
のチームの人数を大きくして、リアルタイムにポジショニングできる人を増やしていく
必要がある。つまりチームマネジャーの管理範囲を大きくする必要がある。



（４）マネジメントのフレームワーク
ワーキング・イノベーションにおける組織で、そのイノベーションが強く求められる

のはマネジメントである。このフレームワークを整理しておこう。

①マネジメントの役割
162ページで述べたとおり組織には経営、マネジメント、プレイという3階層の仕事

があり、マネジメントの仕事には「マネジメント総務部論」が適用される。すなわち
設計されたプレイヤー、経営者以外の仕事はすべてマネジャーの担当業務となる
。

マネジャーは経営者とプレイヤーの中間に位置するものである。ではどちらとの
相互依存性を高めるかといえば、それはプレイヤーである。経営者との関係は権
限委譲であり、マネジャーが計画書を作成し、経営者に承認を得る。以降はリアル
タイム・アカウンタビリティのみが存在する。

マネジャーの最大のテーマは「プレイヤーの能力を発揮する環境を作り、仕事の
パフォーマンスを高める」ということである。つまりマネジャーサービス論である。マ
ネジャーにはプレイヤーに“サービス”を提供する役割がある。

（４）マネジメントのフレーム
ワーク



そのサービスの第1はポジショニングである。プレイヤーに合った仕事の分担（機
能）を決めることである。もしプレイヤーができない部分や想定外の仕事（トラブル
など）が発生したらこれをマネジャーが行う。これが第2のサービスである例外処理
である。3つ目のサービスはその仕事の成果を評価すること、つまり人事評価であ
る。4つ目のサービスは人事評価を通して、次の仕事に必要だが、そのプレイヤー
に欠けている能力を考え、それを補充していく、つまり人材育成である。

マネジャーの基本的な仕事は、ポジショニング（PLAN）、例外処理（DO）、人事評
価（CHECK）、人材育成（ACTION）の4サイクルである。



②管理範囲
すでに使ってきた言葉であるが、ここで再定義する。管理範囲とは「1人の上司が

持てる部下の数」である。プレイヤーの数は仕事量との調整の中で決定するが、マ
ネジャーの数はこの管理範囲によって決定される。この管理範囲が組織構造に与え
る影響は極めて大きい。

管理範囲は個々のマネジャーの能力によって異なる。しかし個々のマネジャーの
能力に応じて（しかも変化していくし、時によって違う）組織を作るわけには行かない
。そのためグループごと（部門などが多い）に想定されるマネジャーの仕事量を考え
、これによって管理範囲の平均値を設計し、これを使用する。

プレイヤーが2000人いて、設計上の管理範囲がすべて10人であれば200人のマネ
ジャーが必要となる。組織構造設計において、この上をすぐに経営とすると権限委
譲のための計画書の承認やリアルタイム・アカウンタビリティを受けることが物理的
にできなくなる。つまりこの200人のマネジャーと経営者の間にさらなるマネジメント
層が必要である。これをミドルマネジャーといい、プレイヤーの直属の上司（先ほど
の200人）をロワーマネジャーという（これも本書ではすでに使ってしまったが）。つま
りロワーマネジャーの部下はプレイヤー、ミドルマネジャーの部下はマネジャー（ミド
ルマネジャーorロワーマネジャー）となる。ワーキング･イノベーションにおいては、ロ
ワーマネジャーにあたるのがチームマネジャー、ミドルマネジャーにあたるのがグル
ープ長、部門長といった人たちである。

ミドルマネジャーの第1の仕事は部下のマネジャーの例外処理である。これによっ
て設計した管理範囲より小さい（能力の低い）ロワーマネジャーをカバーしていく。ミ
ドルマネジャーの管理範囲もロワーマネジャーの仕事、能力によって決定される。



③非同期コミュニケーション
もうすでに述べているようにワーキング･イノベーションでは管理範囲を増大し、組

織構造をフラット化していくことがそのベクトルである。この管理範囲に制約を与え
るものが2つある。時間と空間であり、この制約を緩和するのが非同期コミュニケー
ションである。

チームの各プレイヤーが同じ時間に働いていないと仕事ができないのなら、その
時間的ズレをつなぐのはマネジャーの仕事となり、管理範囲が小さくなる。ワーキ
ング・イノベーションにおいては残業削減、多様な働き方によってこの時間のズレは
増えていく。これを補うのが非同期コミュニケーションである。すなわち時間を共有
しなくてもプレイヤー、マネジャーが働ける環境を作ることである。

空間による制約とは、「地理的に離れている人が同一チームに入れないとすると
、設計した管理範囲のパフォーマンスが上がらない」ことである。チームマネジャー
の設計上の管理範囲が10人で、同一チームとして働くべきプレイヤーが大阪に5人
、東京に5人いたとする。地理的制約によってこの10人（チームマネジャーを入れる
と11人）を同一チームに入れられないとすると、2地区にチームマネジャーが必要と
なり、管理範囲は5人、チームマネジャーは2人となってしまう。

しかしこれを非同期コミュニケーションによって離れていても一緒に働くようにでき
れば、設計値10人が適用される。しかしここでネックとなるのが顧客である。現在で
は離れた地域にいる顧客との非同期コミュニケーションによる協働はなかなか難し
い（顧客がサービス低下と判断してしまう）。つまり顧客とダイレクトに接するプレイ
ヤーは顧客のいる位置によって、その働く場所の制約を受ける。



④プレイングマネジャー
管理範囲を小さくする要因にプレイングマネジャーがいる。つまりプレイヤーとマ

ネジャーの兼務である。一般にプレイングマネジャーと呼ばれている人は2つのタイ
プに分かれる。1つはそもそもプレイヤーとしての特定の職務を持っている人である
。

もう1つはプレイヤーとしての職務は持っていないが、プレイヤーの仕事をサポー
トしている人である。これはプレイングマネジャーではなく、普通のマネジャーであり
、本来のマネジメント業務である例外処理をやっているだけである。

プレイングマネジャー（前者）の最大の問題点はそのプレイヤーとしての仕事の部
分のマネジメントを誰から受けるかにある。ポジショニング、例外処理、人事評価、
人材育成といったものである。これは上のミドルマネジャーとなろうが、同一チーム
のプレイヤーで別のスタイルのマネジメントサービスを受けるのは矛盾がある。

結論としては、2人のプレイングマネジャーがいる時は、非同期コミュニケーション
などを使って1人のプレイヤーと1人のマネジャーに分離すべきである。つまりその2
チームを合体し、管理範囲を広げる。そして「プレイヤーから溢れた仕事をマネジャ
ーが例外処理としてやる」という基本スタイルにする。この例外処理で部下を人材
育成することによって、その例外処理を減らしていく。



（５）スタッフ
スタッフという言葉もすでに使ってしまったが、ここで整理しておこう。
前述のように組織はプレイ、マネジメント、経営という3階層を持つ。そして管理範

囲と権限委譲によって設計される。この組織の部分をラインと呼ぶ。組織にはライ
ンの他にスタッフと呼ばれるものが必要である。この2つから成る組織をライン＆ス
タッフ組織といい、組織設計の基本型といえる。
①経営スタッフ

マネジャーとプレイヤーは同一チームで仕事をしているが、経営とマネジメントは
全く異なる仕事をしている。そうなると経営の仕事（パブリック・リレーションズ、戦
略ベクトルの策定、資源の調達・配分、コントロール）は経営者だけでやらなくては
ならない。しかし取締役、執行役員といった人だけでこの仕事を行うのは困難であ
る。したがって経営者をサポートする人が必要となる。これが経営スタッフである。

経営スタッフは上の4機能ごとに持つのが一般的である。そして現状の組織でも
この機能別組織を採っていることが多い。しかしこれがあまり整理されておらず、
以下のような形となっていることが多い。

パブリック・リレーションズとしては総務部（他の経営スタッフがやらない仕事はす
べてやる）、社長室や秘書室（社長、経営者直属で何でもやる）の中の1つとしてや
っていた企業が多かったが、近年では広報室といった形で独立した組織を作るこ
とも多くなっている。ただし広報室はパブリック・リレーションズ（社会との関係を設
計する）というよりも「社会との窓口」としての機能となっている。

（５）スタッフ



戦略ベクトル策定については経営企画部といった名称の部門がそのサポートを
担当していることが多い。

資源の調達・配分についてはヒト、モノ、カネ、情報、技術といった資源ごとに設
計されているのが一般的である。ヒト＝人事部、モノ＝マーケティング本部、カネ＝
財務部、情報＝情報システム部、技術＝技術本部というものである。ただ次に述
べるマネジメントスタッフの機能も兼ねているものが多く、今1つやるべきことがはっ
きりしていない。

そしてここまでの経営スタッフ部門のとりまとめも経営企画部がやっていることが
多い。

コントロールはこれらの機能と分離して設計される。基本的には内部監査室とい
った名称で、トップ直轄とするのが普通である。

ワーキング・イノベーションでは、「経営スタッフをこの4機能別に整理する」をフレ
ームワークとするが、具体的構造については327ページで述べる。



②マネジメントスタッフ
プレイヤーができない仕事はマネジメントで吸収するのが原則である。しかし組織

末端のプレイヤーから見ると上司のマネジャーの能力に差があり、必ずしも同様の
サービスが受けられるわけではなく不公平である。そのため、この個々のプレイヤ
ーへのサービスを補充する役割を果たす人が必要である。これがマネジメントスタ
ッフである。マネジメントスタッフはプレイヤーのやっている仕事、マネジャーの能力
などにより異なるので会社によってさまざまである。

ここで大切なことは経営スタッフとマネジメントスタッフの仕事をはっきりと分けて
考えることである。

例えば、人材育成スタッフについて考えてみよう。人材育成というのは経営の仕
事ではなく、かつプレイヤーの仕事として設計されていないので、マネジメント総務
部論からマネジャーの仕事となる。しかしマネジャーにその能力がなかったり、時
間的にできない場合は人材育成という機能を持ったマネジメントスタッフを組織とし
て持つ必要がある。これを従来は人事部という経営スタッフの中に入れることが多
かった。しかしこの状態だと人事部の人材育成チームは他の仕事同様に経営スタ
ッフのようになってしまう。つまり教育で使うカネという資源を配分（獲得）し、社外か
ら講師というヒトを調達する資材部門のようになってしまう。
そこで人材育成部といった名前で独立させることも多い。しかし経営スタッフなのか
マネジメントスタッフなのか、といった位置づけをはっきりさせないため、いつの間に
か組織としてトップダウンで（＝サポートとしてではなく）人材育成を担当する部門
のようになり、現場からは「こんな教育必要あるのか」といったクレームを受けるよう
になり、孤立してしまう。



そのため近年では「マネジメント側でできない人材育成をサポートする」という役割
を明確にするため（つまりマネジメントができる現場の人材育成はマネジャーが本業
として行う）、その名前を変えることが多い。例えばキャリア開発室といった名前であ
る。これは現場ではやることのできない「次の仕事（次のキャリア）のための人材育
成」を担当したり、戦略的に必要となった新しい仕事（ソリューションビジネスを担当
する人、事業開発をする人）をやる人や、新しいマネジャーを作るための人材育成だ
けを行うものである。あるいはアカデミーという名前を付ける所も増えている。これは
現場では実戦的な教育はできるが「アカデミックな（学問的な、理論的な）教育」はで
きない。これを1か所で担当してマネジメントをサポートしようというものである。

ワーキング・イノベーションではプレイヤー機能の幅を広げるベクトルを持っている
ので、マネジャーのサポート幅も広がる。部下のプレイヤーが営業員だけの時は、
マネジャーにトップセールスマンを当てておけばほとんどのサポートはできた。しかし
チームにいるプレイヤーの機能の幅が広がり、部下に営業、技術、オペレーションな
どをやる人がいてマネジャーがセールス出身だと、技術、オペレーションに関する仕
事の例外処理に対応できない。この時には営業支援部、技術支援部、オペレーショ
ンサポート部といったマネジメントスタッフが必要となる。そしてこのマネジメントスタ
ッフは、サポートをすることで、マネジャーの能力を向上させるだけでなく、マネジャ
ーもそのサポートができるように育てていく。

このマネジメントスタッフのイノベーションの内容については330ページで述べる。



２．組織の骨組

上記のことをフレームワークとして組織構造設計を進めていく。設計の第一歩は
チーム、部門といった「誰と誰が同じチームで仕事をするのか」というもので、組織
構造の中核をなすものである。ここではこれを「骨組」と表現する。

（１）ラインの骨組
ライン組織の最大の特徴は「過去を引きずる」ことである。特に顧客に接している

部門では「こう変えた方がよい」と思っても、その移行ロスのリスク（顧客との接点
が変わってしまい迷惑をかけるかもしれない）から思い切ってやることができない。

一方、環境の変化に応じて（顧客、事業が変わっていく）当然のように組織は随
時変えていかざるを得ない。そのため家でいえば新築ではなく改築の連続となり、
当然のように組織は劣化していく。ここでの基本的発想は、新築は無理であっても
改築の最終形としての姿を設計し、その改築ベクトルを持つことである。そして場
合によっては環境変化を受けそのベクトルを変えていくことである。ここではその
基本ベクトルを考えてみよう。

２．組織の
骨組 （１
）ラインの
骨組



①従来型組織
まずは従来までの組織（ワーキング･イノベーション以前）について整理しておこう。
ここで言葉を定義しておきたい。ライン組織における「センター」という言葉である。
一般にアカウントとは「集計する単位」のことを指す。センターとは組織における仕

事の結果（これを「業績」と表現する）を集計する時のアカウントのことである。
集計する業績が何かによってセンターは分類される。そのアカウントが利益を業績

とするならプロフィットセンター、原価など費用ならコストセンター、受注（≒売上）なら
受注センター＊という。

＊利益（プロフィット）、費用（コスト）に対する言葉は収益（レベニュー）なのだが、収益を利益と混乱して使っていることが多いので、収益の出
発点である受注と表現する。

（ⅰ）原型
291ページで述べたように日本的組織の出発点は工場である。つまり「モノ」を作っ

て、「それを売る」というものである。したがって組織は次のようなものが原型となる。



この原型では、工場が組織の出発点であり、工場がプロフィットセンター、営業が
受注センターとなる。ここでは工場の原価見積（作るのにいくらかかるか）をベース
として、顧客への販売価格を決めることになる。営業はその販売価格をベースに
顧客と価格折衝して（この営業は販売促進費を予算として持っている。営業折衝
における値引きもその販売促進費の1つと考えるのが普通である）、受注する。

したがってごく少数の営業メンバーと大多数の工場メンバーとなり、営業は工場
部門の一部のような感じである。

この組織の原型が変化していく。その波は次のようなものである。

顧
客

営
業

工
場

モノモノ

会社



（ⅱ）サービス業の登場
当然のことであるが、この“工場中心”以外の会社も生まれてくる。まずは卸売業

である。卸売業は工場の営業部門が独立するという形で誕生する。したがって卸売
業には工場部門がないので、これが本部（製品を購入する）という形となる。そして
営業が受注センター、本部がプロフィットセンターとなる。さらに卸売業のもう１つの
機能である物流については本部の下でスタッフ的（場合によってはアウトソーシング
される）なコストセンターとなる。

そしてサービス業という業態が誕生する。工場で作った製品ではなくサービスを売
るというものである。サービス業では、上記の原型のように営業を受注センター、工
場に当たるオペレーション部門（サービスを実施する部門）をプロフィットセンターと
することが考えられる。しかしこれをそのまま適用するには大きな問題がある。サー
ビスは工場とは違い個別の（製品単位、受注単位）原価計算を財務会計上は必ず
しも要求されていない。しかもスペック（サービス内容のこと）はフレキシブルでそれ
によって原価が大きく変わることも多い。このスペックを折衝するのは営業であり、
スペックと販売価格のシミュレーションが難しい（このサービスに変えるといくらにす
べきか）。



ここからは2つに分かれていく。1つはサービスを固定化、パターン化してそのパ
ターンごとに価格を決めてしまうことである。そしてその価格でサービスを販売して
みて、会社全体として儲からないなら価格を上げる、儲かっているならスペックを
上げる。これなら原型を適用できる。

しかし細かいスペック折衝を伴うサービス業では価格統一ができない。代表的な
ものがシステム開発、エンジニアリングサービス（工事業など）といった顧客とスペ
ック、価格を折衝し、合意したらサービスに入るというビジネスである。

ここでもサービスのオペレーション部門（工場にあたる）がプロフィットセンター、
営業が受注センターになるという原型がまず考えられる。しかしこれでは価格、ス
ペックを折衝する営業に価格決定権がないので何の折衝もできなくなる。その対
応策は2つある。



1つはプロフィットセンターのオペレーション部門が営業に代わって「価格、スペッ
クの折衝」を行うものである。そうなると営業は新規顧客の開拓、ルートセールス（
既存顧客を定期的に訪問）という役目となる。しかしこれではいわゆる御用聞き営
業となってしまって、営業機能が弱体化してしまう。新規顧客の開拓をしても既存
顧客でも同じ受注額であれば同じ評価なので、既存顧客にべったりとなり、そこで
の人間関係だけで営業していくようになってしまう。そしていつの間にか顧客の側
に立ち、オペレーション部門に値引きを要求する。「こんな高い価格では顧客が納
得しない」というものである。こうなるとオペレーション部門は防戦一方（オペレーシ
ョン部門は仕事がないと固定費分だけ赤字となる）となり、低価格で売るためにコ
ストダウンしか考えなくなる。つまりオペレーション部門のコストセンター化である。
こうして顧客側にいてコストダウンを要求する声の大きい営業と、与えられた価格（
⇒原価）の中でやりくりするオペレーション部門という構造が生まれる。そしてオペ
レーションと顧客はどんどん離れ、営業の武器は価格となり、本来のサービス業が
目指す顧客満足度の向上などどこかに吹っ飛んでしまう。
もう1つの対応策は営業をプロフィットセンターにするというものである。しかしこれ
では営業が「やったことのないサービス」の原価見積をしなくてはならない。これを
実現する方法は見積のIT化しかない。つまりスペックパラメータ（どんなスペックか
を表す数字）を入れれば原価見積できるようにすることである。こうすると営業の
声がどんどん大きくなる。



つまり顧客を御旗にし、価格決定権、サービススペック決定権を持った営業はサ
ービスと価格のバランスを崩していく。すなわち「よりハイレベルなサービスでロー
プライス受注」という戦術を志向してくる。しかし見積はIT化（もしくは定型化）してい
るのが普通なので、当然のことのようにロープライスのためのコストダウンをオペ
レーション部門に要求する。さらにはサービスが高度化、複雑化していく中で、「ス
ペック解釈」（「難度が高い＝5」といった条件を判定すること）という作業が発生し、
これを顧客との口頭などで決めるためオーバースペックとなる。つまり顧客と約束
したサービスレベルとオペレーションが実施する時に設計したサービスレベルが異
なってしまう。ここでこの仕事が赤字になるとコストセンターのオペレーション部門
は目標原価を上回り、強烈なダメージ（人事評価のダウン→給与ダウン）を受ける
。そこでサービス残業をしてでもコストダウンを図るという気持ちも生まれてしまう。
一方営業はプロフィットセンターでありながら、営業終了時に発生する「受注」も業
績の１つとなっていることが多い。ここで営業は「我々は受注を頑張っているのに、
オペレーション部門のミスで赤字を出している。もっとコストダウンしてくれないと勝
てない。わが社のテーマは価格競争力だ」といって開き直る。こうして組織は2分（
営業、オペレーション）され、その間に大きな壁が出来てしまう。
つまりスペックを顧客と交渉するタイプのサービス業では、上の2つのどちらのパタ
ーンでも営業とサービスの間に壁が出来てしまう。



（ⅲ）ストックビジネスからフロービジネス＝サービス化へ
工場は成長していく中でメーカーと呼ばれるようになる。メーカーの持つニュアン

スは「顧客のために作る」＝「顧客のニーズに合わせて作る」というものである。つ
まり工場というプッシュ型ビジネス（作って売る）からメーカーというプル型ビジネス
（売れるものを作る）への変身である。ここでメーカーは2分化していく。

1つはストックビジネスである。まず顧客ニーズを予想して工場、設備などへ大き
な投資をして商品を生産し、販売することである。そしてこの販売量に応じて生産
量を調整していく。もう1つがフロービジネスで、顧客のニーズが顕在化してから作
る。つまり受注して生産していくタイプである。

ストックビジネスは消費者を顧客とするものが多く、見込み生産であり、作るモノ
は消費財が多い。フロービジネスは企業などを顧客とするものが多く受注生産、作
るモノは生産財といわれる。

このストックビジネスに変化が出てくる。まず290ページのトヨタのカンバンに代表
される、ギリギリまで作らないというもので、顧客の注文が入ってから自動車を組
み立てるというものである。見方を変えるとストックからフロー部分を分離していくも
のであり、最終工程をフロービジネスにし、ストックビジネス部分は下請にリスク分
散（売れないで残る在庫）していくことである。これを受け、他の見込み生産も「ギリ
ギリまで作らない」、フローとストックの分離といったことを始める。こうしてフロービ
ジネスが増え、ストックビジネスが減っていく。



次に起きたのはストックビジネスの失敗である。ストックビジネスの特徴は儲かる
と大きいが、失敗するとダメージが大きいという一発勝負型のビジネスである。高
度成長時代にはこれが勝ち続けて日本は拡大していった。ところがバブル崩壊で
経済が停滞し、日本ビジネスの環境が悪化していく中で、巨大な失敗例が目立っ
てくる。半導体、家電といった日本を支えたストックビジネスが巨大企業を崩壊させ
ていく。このような中、ストック投資をできるだけ避ける（アウトソーシングする、海
外生産する、…）という形で、ストックメーカーがどんどんフロー化していく。これが
290ページで述べたフロービジネス化である。

このフロービジネス化というのは見方を変えると「サービス化」である。つまり顧
客の注文を受けてから作るということは、顧客への「サービス」を提供すると考えら
れる。このような中、メーカーは先ほどのサービス業と同じ問題点にぶつかってい
く。

営業の受注センター、工場のプロフィットセンターという原型ではやっていけず、
営業に「スペックと価格を折衝する権利」を持たせてプロフィットセンターにしていく
。そして当初はこれを先ほどの第1タイプの製品のパターン化で考える。しかし顧
客ニーズをどんどん取り入れていく中で次第に製品が多様化していき、これでは
実質的に不可能となり第2タイプへと向かう。そして先ほどの2つのパターンのうち
、オペレーション部門がフロントエンドに立ち、スペックを調整するようになり、営業
が弱体化という現象が生まれてくる。



しかしもう1つの見積のIT化に向かうことはできない。それはサービスよりもスペッ
ク実現性（そういうい製品が作れるか）が高度な仕事（設計とよばれる工程であり、
これをよく技術と表現する）となり、IT化して営業に渡すことができないからである。
つまり技術部門というオペレーション部隊が顧客折衝を行っていくことになる。



（ⅳ）さらなるサービス化
ここでメーカーにはさらなるサービス化の考え方が生まれてくる。それはソリュー

ション、バリューといった考え方である。
顧客に「モノ」を売ると考えると販売価格は原価ベースとなる。そのためコストダ

ウンによって価格を下げていくことになり、ライバルとの価格競争となる。これが社
会にデフレーションを巻き起こし、経済全体を弱体化し、それによってモノが売れ
ずメーカーは苦しい戦いとなっていく。
ここに新しい発想が生まれる。顧客にはモノを売っているのではなく、ソリューショ
ン（問題解決）、バリュー（顧客が受ける価値）というサービスを売っていると考える
ことである。こう考えれば、顧客から見るとメーカー側の原価やコストは関係ない。
メーカーから見るとサービススペックとそれに見合う価格を考えていくしかなく、自
ずと「価格を下げてライバルに勝つ」というのではなく、「スペックを上げて顧客満足
度を上げる」という方向へと向かう。

さらにこれが進んでいく中で、従来のメーカー時代からあった「保守」という考え
方が変化してくる。従来は「モノを売った後のアフターサービス」として保守という仕
事があった。それがソリューション、バリュー提供というサービス化となると、当然
のようにこの保守もサービスの一貫と考えるようになる。つまりサービスオペレー
ションの一部となる。いわゆるライフサイクルサポートである。



さらにはソリューション、バリュー提供においては「顧客満足度の向上＝ニーズキ
ャッチ」ということが中核の仕事であり、これにはサービス中の顧客に直接会うこと
が一番である。こうして保守部隊（別会社でやっていることも多かった）をオペレー
ション組織の中核に入れていくという動きがはっきりと現れてくる。

しかもこうなると営業（顧客に会って折衝する）という機能をサービスオペレーショ
ンと一体化させていくことが求められてくる。つまりライン組織が機能別から顧客別
へと移っていくようになる。

一方、従来型のサービス業もこの考え方を取り入れ、メーカーとサービス業はボ
ーダレスになっていく。



（ⅴ）支店
一方、これまでの流れとは全く別の形で（並行して）営業とオペレーションの一体

化の動きが出てくる。それはビジネスエリアの拡大によるものである。工場時代は
工場の近くの顧客への営業だったものが全国展開し、営業所が生まれ、それが多
くなってくるとエリアごとにそれを束ねる支店となっていく。

そして上記のサービス化によって、営業だけでなくオペレーション部門も顧客の
近くにいなくてはならなくなる。つまり支店の中に営業部門とオペレーション部門が
いることになる。そうなると支店長は営業チームとオペレーションチームの両方を
マネジメントしなくてはならない。一方で全国の営業の取りまとめ、オペレーション
の取りまとめが必要となり、営業本部、技術本部（オペレーション本部）が生まれ、
組織もマトリクス＊的な要素を持つようになる。
ここで支店側が強くなると、支店間の協力が少なくなり、縄張り意識、さらには支店
間が競争するという最悪の事態となってしまう。営業、技術（オペレーション）という
部門が強くなると支店内の営業チームと技術チームの対立が激しくなってしまう。

＊ 組織に2つの軸を持つことをよくマトリクスと表現する。ここではエリアと仕事（営業、オペレーション）という2つの軸を指している。



（ⅵ）複数事業
こういう中で戦略的に新事業開発、M&Aなどによって「全く新しい事業への進出」

が始まる。ここでの組織展開は2つのパターンがある。
1つは現状の枠組みの中でこれを進めていこうとするものである。しかしこれでは

同一チームで既存事業と新規事業をセレクトできることとなり、自ずと慣れ親しん
だ、当面の利益が見込める既存事業を選択してしまう。つまり戦略的な事業につ
いては「既存の仕事が忙しい」という理由（言い訳）で手を出したがらない。そこで
新規事業のためのSBU＊のようなものを作る。そしてこの事業が軌道に乗ってくる
と、既存事業とともに事業部制という形を採る。つまり事業ごとに別会社のようにな
ることである。しかしこの場合の問題は、営業、オペレーション部隊が各事業部に
生まれてしまうことである。こうなると同じ顧客に各事業部の営業、さらには保守な
どのオペレーションが行くという現象も生まれる。

2つ目は新規事業を行う会社を子会社としてスピンアウトさせるものである。M&A
でグループに編入した子会社もこれに含まれる。ここでは会社が別なので会社間
の営業、オペレーションの重複が顕著となり、その協力、調整は極めて難しくなる。



ここに支店が組み合わされると、2つの問題は化学反応を起こして大混乱となる。
支店は事業部の下のキーとなるのが一般的だが、こうなると同一地域にいくつもの
支店ができて、複数事業の共通の顧客などはその調整が大変なものとなる。そこ
で支店の上に支社を作って複数事業をやろうとするともっとややこしくなってしまう。
プロフィットセンターとしての目標をどうやって調整するかである。一般に目標調整
は事業ごとに経営目標を作って、これをマネジメント側から上がる予測と調整して
いくのだが、支社がこれにどう関与するかである。支社長同士が各事業について調
整していくと作業が膨大となってしまい、ますます混乱していく。関与しないと支社
長はスタッフとなり、各支店長は部下ではなく、位置づけがファジーとなる。支店の
下に事業部を置いてもその問題は全く同様のものとなる。

＊Strategic Business Unit：戦略的事業単位、戦略的な事業を進める部門のこと



②ワーキング・イノベーションのベクトル
ワーキング・イノベーション以前の組織では、上記のようにビジネスモデルの変

化、エリア拡大、事業拡大、さらには事業変革の中で組織は場当たり的に改変さ
れていく。すなわち顕在化してくる問題点を改善するために、小手先の組織変更を
することである。この多くは問題点を解消するためにマネジメントスタッフとしての
調整機関を作っていくことである。支店間の調整、事業部間やグループ会社間の
調整･･･。さらには調整機関がうまくいかないことも多く（調整機関からラインに対し
て指揮命令ができないので）、調整機関同士の調整といった仕事が加速度的に増
えてくる。

一方で、事業変革、M&Aはどんどん進み、さらにはグローバル化というエリア拡
大、IoT、バリューチェーンといった新しいネットワーク化を生み、組織の環境変化
は激しさを増す。

こうして組織は毎年変更され、複雑化し、ラインよりもスタッフが増え、戦力が低
下していく。ライン側から見れば色々な所から色々な資料を要求され、その要求す
るスタッフチームが何をやっているのかもわからない。こうしてますます戦力は低
下し、そのための残業も増えていく。



組織全体を見ている人はどんどん減り、多くの従業員は自分の会社にどんな部
門があるのかわからず（ひどい時は社長さえもどうなっているかよくわからなくなり
）、ラインの末端のチームは困った時にどこに相談してよいかもわからなくなってし
まう。

しかし302ページで述べたように、この際だからと言って一度全部壊して新しい組
織を作り、そこに従業員を当てるというわけにもいかない。壊しているうちに環境変
化（事業変化、M&A）が起きてしまうかもしれない。
ここでワーキング・イノベーションは次のようなベクトルを持つ。



（ⅰ）事業別に整理
組織の骨組の第一キーを事業とする。事業部門は完全な独立採算型プロフィッ

トセンターであり、各事業部門のプロフィットを合計すると全社のプロフィットとなる
。この事業部門はプレイおよびマネジメント機能を持つが、経営機能は持たない。
したがって論理モデル＊は複数事業部と経営部門という構造となる。

しかし会社法上の物理モデル＊が現在複数会社に分かれているのであれば、す
ぐにこの形を採ることは難しい。その最大のネックは現在の各会社における雇用
条件、労働契約（給与、勤務条件…）をすぐに統一するのは難しいからである。こ
れには次のような戦術をもって処理していく。

現在の会社法で考えれば（無論変化していく可能性もあるが）、持株会社（経営
部門）と事業会社（事業部門）という形で上の2つの機能を実現することがベストで
ある。したがって持株会社は純粋持ち株会社（株を持ってガバナンスだけをする）
ではなく、グループ本社である。すなわちグループ本社にはグループ全体の経営
機能（パブリック・リレーションズ、戦略ベクトル策定、資源の調達・配分、コントロー
ル）を持ち、事業会社は基本的にはマネジメント以下の機能しか持たない。したが
って事業会社のトップはグループ本社の経営者を兼ねる必要がある。それは彼ら
が戦略ベクトル策定、資源の調達・配分を担うためである。

現在が親会社、複数の子会社などにより事業が分散していて、すぐにこの方式
を採り入れられない時は、次の2つの方法などで一旦はしのぎ、上のスタイルへと
向かっていくようになる。



1つはグループ内出向という形を採ることである。ここでは親子会社内のグループ
としての事業を整理、区分する。そのうえで親会社側にグループ本社機能と特定の
事業部門を持たせる。各事業についてはもっとも人数の多い会社がこれを担当す
る。親会社は事業を複数持っているものも多いが、事業によっては子会社の従業
員が多数で親会社が少数の時はその事業を子会社へ移管する。子会社の経営者
および経営スタッフは親会社へ出向という形をとり、少数の事業を持っている会社
は最多数の事業を持っている会社へ出向する。ただし雇用条件は変更しない。つ
まり給与ルールなどは現在の会社のままで行い、勤務先もできるだけオフィスを変
えず、最低でも転勤を伴う形はとらない。そしてここでは自ずと非同期コミュニケー
ション中心というルールとなる。

もう1つは物理モデルと論理モデルの2つを持つことである。論理モデルはグルー
プ本社、事業ごとの社内カンパニーとして、物理モデルは現在の会社に在籍したま
まで雇用条件は変えない。そして実際の仕事のオペレーション（指揮命令など）、業
績アカウントは論理モデルで行う。感覚的には現在の会社に所属したまま論理的
なカンパニーに出向するというスタイルである。

＊ 組織の論理モデルとは設計した原型のことであり、物理モデルはこれを会社法の会社や社内組織図でどう実現していくかというもの。



（ⅱ）事業の次のキー
組織における事業の次のキーは、普通に考えればその事業の細分化であるが、

できる限りこの細分化はとらない。第一キーを事業とする最大の意味は、新規事
業を生むためである。前述したような新規事業を既存部門でやることは難しい。事
業を第一キーとした組織で、新事業を開発するなら新しい事業部門を作るしかな
い。というよりも「作るしかない」ことを経営を含めた組織に強制する。この新規事
業部門は当然のことではあるが、グループ本社が担う戦略ベクトル（新規事業を
開発する）、資源の調達（M&Aなど）・配分（新規事業部門へ人員の配置）という機
能から生まれる。つまり経営の意思として新しい事業部門が生まれる。

しかも事業部門の下を事業で細分化していくと310ページの重複が現れてくる。
そこで事業の次の第二キーを顧客とする。顧客とすることがどうしても難しいの

であれば、事業細分化ではなく顧客と相関の高い商品やチャネル（商品を販売す
るルート）とする。



つまり事業部門の中は原則として顧客別の組織となる。食品メーカーで加工食
品と健康食品という明らかに異なる事業（マーケティングのやり方、商品開発のや
り方、限界利益率＊･･･）をやっているのであればグループ本社、加工食品会社（加
工食品カンパニー）、健康食品会社（健康食品カンパニー）に分ける。その上で加
工食品会社内は家庭事業部（家庭で食べる顧客）、外食事業部（レストランなどで
食べる顧客）に分ける。家庭向け食品しかやらず家庭ごとに区分するのが難しい
時は、例えばチャネル別として、コンビニ・量販事業部（コンビニやスーパーで買う
顧客）とダイレクト事業部（自らの系列店舗やネットで買う顧客）といった形で顧客
を意識したものとする。

これによって同一顧客（同一チャネル）に複数の営業、オペレーションが担当する
ことを避ける。事業部門を越えて同一の顧客がある時は、どちらかの事業部がど
ちらかの事業部へ仕事を発注するスタイルをとる。この際の取引ベースはグルー
プ本社で決め、1つの受注で両事業部門ともに損益が生まれるようにする。

＊ 1単位動くことで変化する利益を限界利益という。これを売上で割ったものを限界利益率といい、多くの企業では売上総利益率（粗利
率）に近いものとなる。



（ⅲ）チームはプロフィットセンター
これ以降のブレークダウンは原則として顧客（チャネル、商品）の細分化とする。

すなわち機能別の組織は最後まで（できるだけ）とらない。そして末端のチームは
すべてプロフィットセンターとする。
例えば現在支店内（この中に顧客別の区分がない）が営業部、技術部、保守セン
ターに分かれていたとする。まずはこれを顧客別に変える。支店はエリアごとの顧
客を担当しているはずなのでこのエリアを細分化して営業所とする。顧客のグルー
プ（業態など）でもよいが、組織ブレークの一貫性からできるだけ営業所にする。こ
れが末端のチームである。したがってここに営業マン、技術マン、保守マンを入れ
ていく。

ロワーマネジャーの例外処理が苦しくなるが、支店内などに営業リーダー、技術
リーダー、保守リーダーといったものを作ることで何とかカバーする。そしてプロフィ
ットのアカウントはこの営業、技術、保守がいるチームで行う。職種ごとの業績は
考えない。こうなると業績はチームのプロフィットしかなく、個人のプロフィットはな
い。

これをやると営業とオペレーションの関係が少し変わってくる。すなわち営業が個
人の業績を意識しなくなり、担当顧客よりもチーム、部門、事業全体を考えて動くよ
うになり、オペレーションと気持ちが一体化してくる。これによりＰＡＲＴⅡの残業削
減で述べたオペレーションのパワーに合った仕事量、そして企業としてやるべき仕
事の受注を営業が目指すようになる。これが進めば営業からこの全体を考える機
能を分離してマーケティングとしてまとめる。そしてこれが後で述べる業務スタッフ
となる。



（ⅳ）エリア
最後はエリアをどう考えるかである。前述の支店、営業所は「近くにいる顧客を同

一チームにする」というものだが、無論、これがチームの最適な姿ではない。同一
グループと見てよい顧客が全国に散らばっている（顧客が会社であれば全国展開
型、消費者であれば同一タイプが全国にいる）ことは多い。これについては基本的
には2つの点からエリア別の組織を「ゆっくりとできるだけなくすベクトル」を持つ。

1つは非同期コミュニケーションである。297ページで述べたようにエリア別のチー
ムを作るとどうしても管理範囲が小さくなるし、上の事業、顧客といったキーにこれ
を加えると組織が複雑になりすぎる。だから非同期コミュニケーションを使って、エ
リアをなるべく組織キーから取り去るというのがワーキング・イノベーションのベクト
ルである。

もう１つはワーキング・イノベーションの原点「働く人」から見た面である。エリア別
の組織では、人事異動に伴い転勤がどうしても生まれてくる。そして転勤できない
人が「能力に合った仕事をできない」というハンディキャップも生まれる。だからエリ
アによらず仕事を選択でき、別のエリアにいる人との協働もできる組織を作ってい
く必要がある。



（２）マネジメントの骨組
①チームマネジャーとグループ長の役割

事業部門内にグループ、その下にチームという階層のマネジメントを持つ（組織
が小さい時はグループ＝チーム）ことを原則とする。そしてそこにグループ長（事業
部門長の部下）、チームマネジャー（グループ長の部下）というリーダーを作り、そ
れぞれの役割を設計する。

（ⅰ）チームマネジャー
これまで述べてきたようにチームマネジャーがプレイヤーの直属の上司であり、

ロワーマネジメントを担当する。この人はグループ長のように“長”ではなく、マネジ
ャーである。芸能人のマネジャーのような感覚である。芸能マネジャーは芸能人が
その力を発揮し、そのパフォーマンスが上がるようにすることが目的である。チー
ムマネジャーにおいてこの芸能人にあたるものが、自分を含めたチームメンバー
である。つまりチーム全体として能力を発揮し、チームの成果を出していくことが目
的である。秩序としては、チームの中ではチームマネジャーの意見がプレイヤーよ
りも優先される。

チームマネジャーの仕事は次の2つに分けることができる。
（ａ）ジョブマネジメント

チームの仕事（ジョブ）を遂行するというもので、3つの機能を担う。

（２）マネジメ
ントの骨組



1つはポジショニングである。チームの各メンバーの分担をはっきりとさせることで
ある。ここでチームマネジャーは原則として担当顧客、担当業務を持たない。

2つ目の仕事は例外処理である。つまり当初設計とは違う事態が起きた時の対
応である。チームプレイヤーが能力的にできない仕事、時間的にオーバーフローし
てしまった仕事、設計からはずれてしまった状態（トラブル･･･）の回復といったもの
である。つまりチーム内の遊軍（スラック）として活動するもので、プレイヤーのキャ
プテンとしての役割といえる。

3つ目は品質保証である。チームメンバーが協働してやった仕事の品質をその対
象顧客の目で見てチェックすることである。

この3つの仕事を遂行するために、チームマネジャーは各プレイヤーの仕事の時
間、品質を随時チェックし、タイムリーにポジショニングを変えていかなくてはならな
い。

しかしこれまで述べてきたように、必ずしもプレイヤーとチームマネジャーは仕事
をする時間、場所の同期をとって仕事をしているわけではない。そのためプレイヤ
ーからの異常事態発生の連絡（ヘルプ）のための非同期コミュニケーション（トラブ
ルなどの緊急事態では指揮命令を同期コミュニケーションとする）とともに、各プレ
イヤーの仕事の進捗がリモートでセンシングできる仕組が必要である。これはIT、
特にIoTの活用が注目される。すなわち各プレイヤーが仕事をやる事で自動的に
その仕事の進捗がチームマネジャーに伝わってくる仕組である。



（ｂ）能力評価＆人材育成
上記のものはリアルタイムでやる仕事であるが、この2つはある期間（半年、四半

期、1ヶ月など）ごとにCHECK&ACTIONを行うものである。
チームマネジャーはプレイヤーの仕事を時間、品質とチェックしていく中で、当該

プレイヤーの能力を評価する（評価手法は後述する）。期初に目標（時間としては
プロセス、仕事としては品質目標）を示し、期末にこれとのギャップを考える。これ
は能力評価であり業績評価ではない。仕事の業績はチームが協働して生まれるも
のであり、これを各個人にブレークダウンするのは難しい。というよりもすべきでは
ない。業績ではなく、仕事と個人の能力のマッチング、起きた例外処理を見てその
ギャップをとらえていくことである。すなわち設計されたとおり仕事ができているか
である。これによってどの能力が欠けているかを考え、さらに次の期間にこの仕事
をやっていくのなら、どの能力を上げる必要があるかを考えることである。

この能力評価の目的はいくつかあるが、チームマネジャーからすると最大のもの
は人材育成である。すなわち欠けている能力、発揮できていない能力について、こ
れをどうやって上げていくかを考えることである。能力評価（CHECK）と人材育成（
ACTION）は常にセットである。



（ⅱ）グループ長
グループ長の仕事は次の3つである。

（ａ）グループ内の資源配分
グループ長は、経営者でもある事業部門長（325ページ参照）から権限委譲され

て、資源配分されたヒトの再配分を考える。つまりグループ内のプレイヤーをどう
いうチーム構成とし、誰をチームマネジャーとするかである。無論グループ間のヒト
の異動は権限委譲されていない。

グループ内でのプレイヤー、チームマネジャーの異動はいわゆる定期人事異動
（ロスを避けるため、プロ野球がトレードをシーズンオフに一斉にやるようなもの）で
はなく、仕事の状況に応じてグループ長がリアルタイムに行う。そのため無論チー
ムマネジャーからプレイヤーへ、プレイヤーからチームマネジャーへということは随
時行われる。したがってチームマネジャーに課長、係長という表現を使うのは適切
ではない。「長」「長ではない」という上下関係にはある程度の固定度が要求される
。課長が突然「長」でなくなったら降格というイメージが付きまとってしまう。ここでは
単なるキャプテン交代である。サッカーでも試合ごとにキャプテンを決め、その試
合中はキャプテンマークを付けて試合をして指揮命令権、試合相手（企業でいえ
ば顧客）や審判との折衝権を持つようなものである。次の試合でキャプテンからは
ずれても降格とは誰も思わない。



（ｂ）チーム業績評価
チームは最小のプロフィットセンターであり、ここにプロフィットという業績が生ま

れる。このチーム業績を評価するのは当事者の1人であるチームマネジャーでは
ない。自分がやった仕事の業績を自分で評価するわけにはいかない。したがって
評価者が必要であり、自ずとチームマネジャーの上司であるグループ長が担う。
逆にいえばチームマネジャーは業績評価を行わない。個人業績評価というプレイ
ヤーの最大の不公平感（「個人業績は個人の力だけでなく環境による影響が大き
い」「個人業績の目標設定ができない」…）を取り、それによってロワーマネジャー
の最大のストレスとなっている業績評価をグループ長が行う。
このチーム業績評価のポイントは結果のCHECKではなく、それを受けた
ACTION&PLAN、つまり目標設定にある。これをグループ長とチームマネジャーが
合意して（合意しない場合はチームマネジャー、プレイヤーの構成を変更）やって
いくことである。つまりチームマネジャーとグループ長の間は権限委譲であり、この
業績にグループ長、チームマネジャーとも共同責任を負う。そしてこのチームの業
績の合計がグループの業績となる。グループ長はこのグループ業績にチームマネ
ジャーより重い責任を担う。チームマネジャーは業績評価によってリーダー職から
はずれるのではなく、仕事のチェンジが行われるだけである。しかしグループ長は
仕事のチェンジではなくグループ業績によって「長」を交代する。サッカーで言えば
監督（グループ長）は成績によって退陣するが、キャプテン（チームリーダー）は次
の試合に向けてがんばるのと同じである。



この資源配分、業績責任から「グループのリーダー」はグループマネジャーより
グループ長という表現が適切である。グループ内のヒト、仕事を決定し、業績に責
任を負うという仕事は“長”という名前がふさわしい。だから従来のように「部長」で
も良いのだが、ワーキング・イノベーションによって「その役割を変える」という意味
で新しい名前の方がベターだと思う。
（ｃ）例外処理＆部門間調整

ここでの例外処理は、設計したチームへの資源配分の調整が主な仕事である。
つまり仕事が溢れてしまったチームへヒトの投入、あるいはグループ間のヒトの一
時的な異動を事業部門長、他のグループ長と調整する。

このグループ長の仕事でわかる通り、かつての「課長を部下とする部長」よりも管
理範囲をかなり大きく設定できる。



②グループ、チームの設定
ワーキング・イノベーションの組織構造設計から考えて、グループは基本的に顧

客セグメントとなる。つまり各グループは担当顧客を持つ。したがって一定の顧客
、かつ一定の仕事がコンスタントに発生している時はグループは静態的になる。
一方、新規顧客が生まれたり、既存顧客の仕事がなくなったりすると、グループの
再編がなされる。新しいグループが出来たり、既存のグループの担当顧客の増減
によって人員の増減が必要となる。これが予算期間内に頻繁に起こる時は組織は
動態的になる。そのためこの変動のバイアスを吸収すべく、大きな組織では事業
部門長とグループ長の間に本部という概念が必要となることもある。つまりいくつ
かのグループを本部の配下に置き、本部長（およびそのスタッフ）がフレキシブル
にグループを変えていく。

ただグループ内での顧客の仕事の変動が大きいケースでは、原則としてグルー
プ内での調整を行う。つまり仕事に応じてチームを作り、人材育成でそれに対応し
ていくことである。



③メンバーの配分
前述のとおりグループ内のチームへのプレイヤーの配置はグループ長の仕事で

ある。チームは担当顧客を持っているが、その担当顧客の仕事がいくつかに分類
される時、チームはその顧客の仕事のうちの一部を担うこともある。つまりチーム
には仕事が割りあてられることになる。

チームの仕事はその単位に成果を生むものであることが求められる。つまりその
仕事がチーム内で完結する単位である。したがって多くの場合、その仕事には複
数の機能が要求される。そしてこれをチームのプレイヤー（チームマネジャーを含
め）全体で機能実現しなくてはならない。

多くの企業では職種（営業、技術、保守、顧客サポート…）が存在しているので、
ワーキング・イノベーションのスタート時点ではチーム内にさまざまな職種が存在
することになる。ここでの問題点はチームマネジャーである（プレイヤーはやってい
る仕事はあまり変わらない）。特にチームマネジャーのメンバーに対する人事評価
と例外処理である。前者については目標管理による能力評価を中心にすること（プ
レイヤーがやっている特定の仕事をできなくても能力評価はできる）によりカバーし
、カバーできない時は当面グループ長の例外処理によりサポートを受ける。



問題は後者のプレイヤーへの例外処理が多様化することである。現在、多くの
企業は末端レベルでは機能別組織をとっている。例えば営業課、技術課、保守課
…といったものである。そのためロワーマネジャーは職種限定（営業課長は営業
出身）されており、新しいチームのすべての仕事の経験を積んだ人はほとんどいな
い。これが組織のイノベーションに踏み込めない理由の1つとなっている。そしてグ
ループ長（といっても職種が限られている）の例外処理ですべてカバーすることも
できない。

これには2つのベクトルを持つ。1つは管理範囲の拡大（＝チーム人数を大きくす
る）である。前の例なら、営業課、技術課、保守課を1つの課として、極論すると営
業課長、技術課長、保守課長の3人のうち1人をチームマネジャーとする。そして残
りの2人の課長はプレイヤー（トッププレイヤーが課長になっていることが多い）お
よび例外処理をサポートすることで、チームマネジャーの出来ない例外処理を担
当する。

もう1つはそれでも溢れた例外処理をサポートする人を作ることである。つまり機
能別のマネジメントスタッフである。そしてプレイヤーはチームマネジャー、マネジメ
ントスタッフの例外処理というOJTによってその能力を高めていく。



④チームマネジャーの設定、育成
現在の組織から移行する時、グループ長が資源配分を受けるのはほとんどがプ

レイヤー、ロワーマネジャーである。そして前述のようにチームマネジャーをプレイ
ヤーへとフレキシブルに変化させる。したがってグループ長から見ると、資源配分
できるのは新組織ではすべてプレイヤーと考えられる。そしてそのプレイヤーをそ
の仕事量に応じて各チームへ配分していく。そのうえでチームマネジャーというプ
レイヤーのキャプテンを任命していく“感じ”である。

ただこのチームマネジャーは指揮命令権を持ち、かつある程度の働く時間のフレ
キシブルさ（例外処理がいつ発生するか読みづらい）が求められることからいわゆ
る「管理職」としての立場が求められる。そして労働法から考えても「管理職⇔非管
理職」を随時仕事によって変化させていくのは難がある。そうなると「資格」という概
念が必要となる。つまり「チームマネジャーをできる資格」というものが必要であり、
これをいわゆる管理職と定義するしかない。無論この資格を持っているからといっ
てチームマネジャーになるというわけではなく、プレイヤーとして働くこともある。



この管理職の表現には「リーダー職」（367ページのリーダーキャリアにあたるも
の）という表現が妥当だと思う。リーダーは組織によってフェアに選定され（公正に
公平に）、チームマネジャーまたはトッププレイヤーとして仕事をするものである。

このリーダー職は従来のいわゆる複線人事とは異なる。従来の複線人事はマネ
ジャーとスペシャリストの選択がその中心である。ここでのリーダー職はゼネラリス
ト（いろいろな仕事ができる＝チーム内の例外処理ができる）を目指すものである
。この組織への移行時にはこれを前提としてチームマネジャー候補（＝リーダー候
補）を育成する。そしてプレイヤー全員をリーダー、チームマネジャーに育てる必要
はない。プレイヤーを人事評価したりするマネジメントがあまり好きではなく、特定
の仕事に専念（例外処理、人材育成は担うとしても）したいという人も当然いる。こ
れがスペシャリストである。つまりリーダー職とスペシャリスト職という複線人事が
必要となる。

プレイヤーは仕事がある程度できるようになったら、そのキャリア選択をグルー
プ長と話し合う。リーダーキャリアを目指すなら、グループ長はグループ内、さらに
は組織内の仕事をなるべく数多くできる（できなくてもその理論的バックボーンを理
解するための知識を学習する）チャンスを与え、本人とグループ長で「リーダーま
でのキャリアプラン」を描く。

一方、スペシャリストキャリアは、ある範囲を持った仕事において“深さ”を増して
いく人である。そしてこの人にはグループ内スペシャリスト、機能スタッフ、業務スタ
ッフ（後述）といったキャリアを組織として準備し、このキャリアプランについてグル
ープ長と話し合う。



ただこの組織の移行時にはそのキャリアプランがない状態で、チームマネジャー
を選定しなくてはならない。そのため現在のマネジャーやスペシャリストを含めて一
定の経験をしたプレイヤーをリーダーキャリアとスペシャリストキャリアに分ける（
無論転換は可能だが）ことが必要となる。

移行時のチームマネジャーの選定はそのチームのトッププレイヤーの中で、もっ
とも多くのプレイヤーのいる職務から選ぶことになろう。チームに営業が1人、技術
が10人、保守が3人なら、自ずと技術からチームマネジャーを選ぶのがノーマルで
あろう。そうなると営業、保守についてはチームマネジャーが例外処理をできない
こともあり、スペシャリストという機能スタッフが求められる。そのためフェアさから
考えて、リーダーとスペシャリストの待遇は“均衡”のとれたものとすべきである。そ
して「どちらが得」ということのないように、企業のムードを作っていくしかない。

さらにこの“公平さ”をより担保するためにも、若きプレイヤー（これからキャリアア
ップしていく人）はリーダー、スペシャリストの選択の自由（組織としてそのバランス
によるキャリアニーズはあるが）、相互転換の自由（思い通りになるとは限らない
が）が求められる。



⑤グループ長の選定
移行時にはグループ長は現在のミドルマネジャー（部長以上）から選定すること

になろう。
移行時のグループ長の選定条件はチームマネジャーとは異なり、ミドルマネジメ

ントへの適性がすべてである。マネジメントの知識を持ち、経営サポート力（戦略ベ
クトルの提案、部下への説明力）、業績評価力（数字力、予測力、フェアさ）とイン
テグリティ（部下からの信頼感）といったものになろう。

これについては評価項目を決め、第三者による評価情報をベースとし（新しいマ
ネジメントを担当するのでそのポテンシャル能力評価を必要とする）、トップが指名
していくしかない。

そしてグループ長は従来のミドルマネジメント職より管理範囲を広くする必要が
あり、そのため人数は減員する。

グループ長にならない現在のミドルマネジメント職は、機能スタッフ、業務スタッフ
、さらには経営スタッフ機能を担うことになるが、プレイ能力がある場合にはチーム
マネジャーとしてやっていくこともある。そしてこれを降格と思わせない人事制度が
強く求められる。

移行後はリーダー職からグループ長へのキャリアアップというのがノーマルなも
のとなる。そしてここでもミドルマネジメント力のポテンシャル能力評価を受けた上
でのトップの指名がノーマルな手法であろう。



（３）経営の骨組
①前提

ラインにおける最上位層が経営である。ワーキング・イノベーションでは以下の前
提を持つ。
・従業員ガバナンスであること。つまり従業員の中から経営者が選定され、これを
株主総会にて了承する。
・取締役、監査役は経営機能ではなく、経営監査機能をその中心とする。経営機
能を担う人、つまり経営者は「執行役員」「経営役」といった名称とする。監査役設
置会社、監査等委員会設置会社の場合は取締役会に経営者の代表として数名の
執行役員が入り、社外取締役及び監査役（監査等委員会）の監査を受ける。経営
と監査の分離である。指名委員会等設置会社の場合は経営者は執行役という形
で従来どおりである。
・経営はパブリック・リレーションズ、戦略ベクトル策定、資源の調達・配分、コントロ
ールを担う。これとプレイヤーの仕事以外はマネジメントが担う。

（３
）経
営の
骨組



②経営者の構成
基本的にはトップとそれ以外の一般経営者の2階層となる。無論トップが最終意

思決定者である。経営者は上記4つの機能を担うのだが、主にその意思決定（
CSRや戦略ベクトル、資源の調達・配分、コントロールなどの方針決定）を担い、実
際の経営オペレーションは経営スタッフが担う。したがって定常的な仕事はあまり
ない。そのため一般経営者はマネジメントとの兼任がノーマルである。

兼任者は事業部門長、経営スタッフ部門長、マネジメントスタッフ部門長といった
ものである。ただしこの人数が多い時はここに階層を入れる必要がある。つまり執
行役員20人、30人が一堂に会して意見を出して、意思決定というのはスピード感
に欠ける。そこで執行役員と上級執行役員（従来の常務執行役員、専務執行役員
といったものだが、常務、専務という名前にはなじまないので「上級」とする）に分
け、上級執行役員の指揮命令下に執行役員が入るというものである。例えば事業
部長が多い時はその上に事業本部長を作り、事業部長を執行役員、事業本部長
を上級執行役員とするものである。つまり執行役員を「経営をサポートする部門長
」という位置づけとする。



トップと上級執行役員で経営会議を構成し、ここで意思決定を行う。そしてその意
思決定に対し取締役会、監査役などの監査を受ける。

経営会議は「集まって話し合う」といういわゆる「会議機能」よりも「意思決定機能
」を中心とする機関である。そして多数決で決まるわけではない。したがってここに
は経営者同士の秩序も必要である。トップは最上位であるが、上級執行役員同士
が意見の調整をすることもあり、ここに秩序がないとすべてトップということになっ
てしまう。そこでここに上級の上位秩序として副社長といったものを作ることが必要
なこともある。ただこれは「どちらが偉い」ということではなく、主に秩序という意見
優先度である。



③責任
マネジメントとしての事業部門長は事業部門の業績への責任を負う。すなわちそ

の業績によっては退任もある。
経営者専任のトップは会社全体の業績に責任を負い、かつこれにより株主より

人事評価を受ける。
一般経営者は担当部門を持ち、マネジメントを兼ねている。この人は上記部門長

の責任とともに、経営者としての人事評価も受け、その対象は会社業績である。こ
の2つのうち、会社業績への人事評価のウエイトを高くする。上級執行役員で構成
される経営会議のメンバーは会社業績による評価がほとんどとする。

その理由は経営者として戦略ベクトル、資源の配分を担うためである。この2つ
は長期的な会社全体の業績を上げることをその目標としている。そしてこの戦略
ベクトル、資源配分は短期的に見ると、部門によってはその業績を落とすものであ
ることも少なくない。もっといえば自部門の短期の業績を追いかけないようにする
ものが戦略ベクトルという全体最適化である。つまり経営者は担当部門を持つとし
ても担当部門の利益代表者ではない。担当部門の情報集約者であり、経営者各
自が自部門の情報を持ち寄り、戦略ベクトル、それに基づく最適な資源配分を考
え、意思決定していく。ただし、担当部門のマネジメントにミス（トラブル、大幅な目
標未達･･･）により責任をとることもある。



④選任
経営者はトップから決めていく。前述のようにトップの指名権は前トップが持って

いる。社長が組織のトップであれば、次の社長は今の社長が決めるというもので
ある。

社長には引継ぎ期間が必要であり、かつ自らで何らかの事情で辞任した場合に
、すぐに社長を担う人を決めておく必要がある。つまりトップはトップ補佐（無論変
更する可能性はある）を決めておく必要がある。ポストで言えば先ほどの副社長と
いったものや、今の社長が会長となって次の社長への引継ぎを行うといった形を
採っていく。

トップ以外の経営者はすべてトップに人事権がある。この上級執行役員、執行役
員の選定には前述した経営者としてのポテンシャル能力評価を考慮するのがフェ
アであり、それが彼らの仕事をやりやすくする。すなわち社長の「お気に入り」だか
ら選ばれたのではなく、正当な評価を受けて経営者になったということである。



⑤任期
前述のようにトップの任期は経営計画の期間に依存する。すなわち外部ステー

クホルダーとその目標を約束した期間である。10年間の長期経営計画を約束した
のなら、その10年が任期である。多くの場合、企業では中期経営計画を作ってい
るが、これはその中間で業績監査を受け、場合によっては辞任するというものであ
る。

トップ以外の経営者の任期は自ずとトップと同じである。それは次の経営者は次
のトップが選ぶからである（無論、同じ人を選ぶこともある）。トップには指名権があ
るので自ずと解任権も持つことになる。そうなると経営者はいつクビになるかわか
らない不安定な立場となる。しかもトップが10年間の任期で経営者メンバーを固定
してしまうと、上がつかえてしまうだけでなく、トップ交代とともに経営者が一斉に代
わってしまうことになる。

そこで多くの企業は役職定年をここにも採用している。執行役員は65歳、上級執
行役員は67歳･･･といったものである。この際、その人が当該年齢に達してもトップ
の意思で延長は可能である。つまりトップが「経営陣のクビを切る」というのは組織
に与える影響が大きいので、「役職定年になっても続行」という逆のスタイルを採る
。



（４）スタッフの骨組
①経営スタッフ

経営スタッフの骨組について大切なことは、前述のようにその役割を明確にする
ことである。つまりエアポケットなく、重複なく、経営サポートの役割を分担していく
ことである。これについて現在も299ページのとおり機能別に組織されていることも
多いが、これを次のように整理していく。
（ⅰ）パブリック・リレーションズ・スタッフ

このスタッフは経営者の決定したパブリック・リレーションズのベクトルに従い、こ
れをオペレーションする。基本的には一般社会とのリレーションを担当するCSR推
進室＊、投資家・株主とのリレーションを担当するIR（インベスター・リレーションズ）
室といったチームが常設のものとなる。

CSR推進室は事業戦略のフレームワークであるため（ⅱ）の事業戦略スタッフと
の関係を持つ。その関係は事業戦略スタッフの監査である（CSRからはずれてい
ないか）。

IR室は社会へのディスクローズが主要機能であり、数字については財務スタッフ
から、戦略ベクトルについては事業戦略スタッフから報告を受け、これを投資家を
中心とする社会へディスクローズしていく。

この他スポット的な社会との関係に関するテーマについてテンポラリーなチーム
を作ることもある。今で言えば働き方改革推進室、ダイバーシティ推進室といった
ものである。

（４
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（ⅱ）事業戦略スタッフ
すでに使ってしまった言葉だが、経営の戦略ベクトルのコアとなる事業に関する

ものを事業戦略と定義する。このサポートを担当するのが事業戦略室である。従
来の経営企画部といったセクションの機能をより広くしていくものである。

事業戦略室には2つの機能がある。1つは経営者へ各事業の戦略ベクトル決定
に必要な情報を提供し、事業戦略ベクトル立案時に作られるプロジェクト（部門長
や現場のマネジャークラスも入れて考えることが多い）の事務局となることである。
そして各事業戦略の調整を行う経営者をサポートし、会社全体の事業戦略ベクト
ルのとりまとめをサポートしていく。

2つ目はこの意思決定した事業戦略ベクトルを文書に表現（これを経営計画とい
う）し、これをブレークダウンして作る部門計画および資源別戦略との調整を行うも
のである。

このように事業戦略室は経営者やその他の経営スタッフとの調整を担うスタッフ
であり、経営スタッフのコア部門である。

＊ 一般によく使われる室、部といった名称は必ずしも使い分けがはっきりしていない。限定した機能を担当するのが室、幅広い機能を担
当しその機能ごとに課やチームを下位に持つものを部ということが多い。さらにいくつかの部の上位にあるものを本部ということが多い。
ワーキング･イノベーションではライン部門の「部」を「グループ」と表現している。



（ⅲ）資源別スタッフ
ヒト、カネ、情報といった経営資源別に作る経営スタッフである。人事部、財務部

、情報システム部といった形で存在している。ただマネジメントスタッフとしての機
能を持っていることも多いので原則としてこれを切り離し、経営スタッフとして独立
させる。人数が多い時はこの下にチームというものを持つ。名称としてはグループ
よりも従来の「部」としてラインの「グループ」との違いをはっきりさせた方がよい。

人事部は事業戦略をベースとして経営者に組織戦略を提案して、合意したらこ
の人事戦略をオペレーションしていく。すなわち組織変更、人事異動と行ったもの
である。

同様に財務部は財務戦略、情報システム部は情報戦略の提案およびオペレー
ションを行う。
（ⅳ）コントロールスタッフ

会社を外部からコントロールするものとして社外取締役、監査役、会計監査人が
いる。この人たちは主に経営をその監査対象としている。一方、マネジメント以下
は経営がこれをコントロールする必要がある。その経営のコントロール機能（これ
を内部統制という）のスタッフが内部監査室である。コンプライアンスを担当する法
務部と混乱している所も多いが、法務部のうち監査機能はすべて内部監査室に、
経営へのアドバイスはパブリック・リレーションズ機能の経営スタッフ（顧問弁護士
とチームを組んで）、マネジメント、プレイヤーへのサポート（法に関する相談、アド
バイス）はマネジメントスタッフという形で分けていく。

経営スタッフの関係を図示すると次のようになる。



経営者

事業戦略
スタッフ

パブリック・リレー
ションズ・スタッフ

資源別
スタッフ

ライン部門

コントロール
スタッフ

社会

パブリック・
リレーションズ戦略

チェック情報提供

事業戦略

資源調達 資源配分

経営計画

部門計画

事
業
戦
略
ベ
ク
ト
ル

コントロール

権限委譲

ディスクローズ
資
源
別
戦
略

指示

提案



②マネジメントスタッフ
これは次の2つのスタッフに分かれる。

（ⅰ）機能スタッフ
プレイ、マネジメントの弱い機能を補強、サポートすることが役割のスタッフであ

る。特にワーキング・イノベーションによって機能別組織から顧客別組織などへ移
行する中で求められる。つまりチームマネジャーなどマネジメントの役割である「プ
レイヤーへのサービス」のうち特定機能をサポートするものである。例外処理（プレ
イヤーのできない仕事をやる）、人材育成というのがその代表である。このチーム
は無論サポートする機能ごとに作る。テクニカルサポートグループ、営業支援グル
ープ、人材育成室･･･といったものである。
（ⅱ）業務スタッフ

これはプレイ、マネジメントをサポートしていくのではなく、ライン（チーム、グルー
プ、事業部門）の中の特定業務について1か所に集めてやった方が良い仕事を担
うスタッフである。マーケティングリサーチ、研究開発、商品開発、消費者対応、安
全衛生･･･といったものである。
（ⅲ）スタッフマネジャー

スタッフは上記の各チームごとに1人のチームマネジャーを持つ。そのうえで経営
スタッフ部門、機能スタッフ部門、業務スタッフ部門ごとに部門長を持つ。



（５）ポジショニングシステム
部門、グループ、チームへの配置、異動に関するシステムである。これは大きく2

つある。
①キャリアアップシステム

プレイヤーがキャリアアップしていくルートを設計したものである。その基本はこ
れまでのワーキング･イノベーションに従えば次のようになる。

（５）ポジショニング
システム



採用

見習い
プレイヤー

プレイヤー

経営スタッフ
マネジャー

チーム
マネジャー

リーダースペシャリスト

グループ長
機能スタッフ
マネジャー

事業部門長

業務スタッフ
マネジャー

マネジメント
スタッフ部門長

経営
スタッフ部門長

経営者



②人事異動
キャリア異動以外で仕事が変わるものを人事異動という。
この人事異動というのは資源配分の1つであり、経営者の仕事といえる。そしてこ

れは権限委譲することも可能であるが、167ページで述べたようにその権限者の意
思（してもしなくてもよい）である。

一般的には次のような形となる。

経営者

人事部

部門長

グループ長

部門長以外の人事権

部門内の人事権

グループ内の人事権

・・・経営者、部門長の人事権

・・・部門間の人事異動

・・・部門内、グループ間の人事異動

・・・グループ内のポジショニング



（６）グローバル組織
多くの日本の大企業グループはグローバル展開へと向かっている。このグロー

バル組織も本来であれば、これまで書いてきた組織システムと同様に考えればよ
いはずである。しかしグローバルには「国」という大きな壁がある。その最大のもの
は法である。日本で生まれた会社が別の国で事業展開しようとしても同一法の下
で仕事はできない。日本から中国へ展開したら、そこは中国の法に従わなくてはな
らない。

このグローバル組織には次の3つのポイントがある。
①組織のフレーム

日本本社、マレーシア支社といった形でスタートすることが多い。このマレーシア
支社はマレーシアにおけるフィシビリティスタディ（ビジネス実行性の検討）をやるも
ので、ビジネスを実際に遂行していく時には現地の法に従ってビジネスをやること
になる。すなわちこの日本本社とマレーシア支社は違う法に従ってビジネスをやら
なくてはならない。そうなると現地のビジネスとして正式に立ち上げる時は現地法
人（現法）を作ることになる。つまりグローバル組織の第一キーは事業ではなく国と
なる。

そうなると日本法人も一メンバーとなるのが基本であり、各国法人の取りまとめと
して事業を遂行しないグローバルホールディングスのような持株会社が必要となる
。そして各現地法人内は事業別組織となる。しかし複数事業を抱えていると各国
法人の事業連携が必要となる。これはそのスタッフを作るしかない。グローバル事
業スタッフである。

（６）グローバル組織



したがって次のような組織となる。

また展開国が多くなってくると管理範囲のためグローバルホールディングスの
中間にアジア地域統轄会社、アフリカ地域統轄会社のようなものが必要となるこ
ともある。

グローバル・
ホールディングス

グローバルA事業スタッフ

グローバルB事業スタッフ

カナダ法人中国法人日本法人

C事業B事業A事業 B事業A事業 B事業A事業・・・ ・・・

サポート

サポート

←日本に作れば日本の法律に従う

←各法人の株を持ってガバナンスを担う

･･･



②現地法人
日本が日本人労働者と外国人労働者を分けて、外国人の労働を規制しているよ

うにシンガポールなどのごく少数の国を除き、多くの国が何らかの外国人労働者
規制を行っている（自由の国アメリカでも規制が強まっている）。

現地法人を規制する法は現地国の人が働くことを前提として作られている。すな
わち現地法人は基本的に現地国の人が働き、マネジメントし、さらには経営できる
ように設計する。したがって事業も国ごとに分離したものとなる。メーカーでいえば
中国で作る製品は中国人が作り、中国で売るのが原則である。すなわちマーケッ
トも国単位と考えざるを得ない。輸出・輸入といった形は現地国の要求によるイレ
ギュラーな形とするのが安全である。



③グローバル展開における日本人の役割
そう考えると現地法人の経営、マネジメントを日本人が担うのはイレギュラーなも

のと考えざるを得ない。仮に立ち上げ時に経営面（戦略立案）、コントロール面（そ
の国で品質事故などが起これば日本側にもダメージがある）、共有ブランド面（そ
の国で日本と同じブランドを作るのでブランドイメージをそこなわないようにする）で
日本人が経営、マネジメントを担っても、いずれは現地国の人に渡すというのがノ
ーマルであろう。

これはグローバル展開しているヨーロッパ企業（スウェーデンのイケア、スイスの
ネスレ、オランダのフィリップス…）が採ったマザー・ドーター・モデルと呼ばれるも
のである。「母国の会社がマザー（母）として現地法人を生み、そのドーター（娘）を
1人前になるまで育て、1人前になったら自立させる」という組織モデルである。そし
てこのモデルを日本最大のグローバル企業（国際展開企業）であるトヨタも採って
いる。



第２章
人事システムイノベーション

第2章 人事システム
イノベーション

組織構造はチーム、部門に関する仕組であるが、それ以外の「働く仕組」を総称
して人事システムと呼ぶ。人事システムは4つに大別される。1つは給与システムで
あり、給与に関する仕組である。2つ目はキャリアシステムであり、従業員のキャリ
アパス、キャリアアップといったキャリア設計に関する仕組であり、従来は人事制度
といっていた。3つ目は人事評価システムであり、従業員の能力、仕事を評価する
仕組である。4つ目はコントロールシステムであり、組織のコントロールに関する仕
組である。

まず人事システム設計上でのフレームワークを設計し、そのうえでこの4つの人
事システムについて考えていく。



１．フレームワーク

（１）能力主義
①能力主義の定義

ここでこれまで本書で何度も出て来た能力主義を人事システムの面から見ていこ
う。

人事システムにおいては「従業員の能力」と「仕事の業績」という2大要素がある。
無論どちらも大切だが、トレードオフの時にどちらを優先するかを決めておかなくて
はならない。これはどちらを優先する方が正しい、うまく行くというものではなく、理
念である。つまりどちらにするかを組織として決定することである。能力を優先する
か（能力主義）、業績を優先するか（業績主義＊）である。

仕事をやる事で2つのことが生まれる。1つは仕事の結果であり、業績である。もう
1つは仕事をする事で従業員の能力が上がっていくことである。
ある仕事を「能力の高いA」と「能力が劣っているB」のどちらを担当させるかというシ
ーンで考えてみよう。Aがその仕事をやれば業績の出る可能性は高いが、Aにとっ
てこの仕事はやや物足りないものであり、能力は上がらない。Bが担当すれば業績
にリスクがあるが、この仕事をやる事によりBの能力は上がる。ここで業績主義なら
A、能力主義ならBがポジショニング（配置）される。

これまで述べてきたようにワーキング・イノベーションでは能力主義を採用する。
そしてこの能力に関して以下の仮説を持つ。
＊ 成果主義という言葉をよく見るが、この成果には上の業績の他、能力アップという成果を対象とすることも多くファジーのため、業績主
義と表現する。

１．フレーム
ワーク （１
）能力主義



②共通能力と業務能力
ここでいう「能力」とは「仕事をするための人間の力」であり、ポテンシャル能力（

論理性、創造性･･･）、知識、ノウハウなどすべてを含む。この能力は共通能力と業
務能力に分かれる。
共通能力はすべての仕事に共通するもので、仕事をやることによって高まっていく
。スポーツでいえばスポーツに共通する運動神経のようなものであり、スポーツを
すれば高まっていく。
業務能力は特定の仕事をやるときの能力であり、これもその仕事をやることで高
まる。ただ業務能力は特定の仕事に対するものであるが、相互依存性の高い仕
事をやると他の業務能力も高まる。野球で言えば、サッカーをやっても野球の能力
はあまり高まらないが、キャッチャーをやっているとファーストの業務能力も高まる
。ビジネスでは営業と技術が同じチームで仕事をやっていると、技術という仕事を
やっていても営業力（営業の業務能力）は高まる。これが314ページの職種の違う
人が同じチームで仕事をやる意味であり、これによって他の職種への異動がスム
ーズになる。



③能力低下の要因
その人の能力は、入社後に仕事をすることによって上がっていく。だから能力は

仕事をやっている限り落ちないはずであるが、以下の2つの要因で下がる。
1つは年齢による共通能力の変化である。無論人によって違うが、ある年齢を過ぎ
ると共通能力、特にポテンシャル能力で下降するものがある。一般的に40歳代くら
いから創造性、記憶力、バイタリティ、学習能力（学習意欲）が落ちていく。一方、
逆に上がっていくのが判断力、問題解決力といったマネジメントによく使われるポ
テンシャル能力である。
ここで当人の能力変化と仕事にアンマッチが生まれると全体としての能力は落ち
ていく。例えばプレイヤーとして創造性、バイタリティの高い人が40歳代後半から
力を落としていくという現象であり、ここで仕事を能力に合ったマネジメントへチェン
ジすれば能力は下降から再度上昇カーブを描く。

もう1つは仕事の変化による業務能力の低下である。業務能力はやる仕事に依
存しており、「その仕事がうまくできる」という形で現れる。この仕事のやり方が変わ
った時には、能力とのアンマッチが生まれる。これは仕事のIT化、ビジネスモデル
の変化といったものが代表である。前者の例としては、マネジメントが同期コミュニ
ケーションから非同期と変わっていく時、それに付いていくことができなければ（IT
リテラシーという能力が伴わなければ）、マネジメントの業務能力を落とすことにな
る。



後者の例としては、顧客へのプレゼンテーションを中心としたプッシュ型セールス
から、提案書によるソリューションセールスに移行した時などに見られる。プッシュ
セールスに求められる力は明るさ、話す力といったものだが、ソリューションセール
スは冷静さ、書く力といったものが強く求められる。この求められる力が変わってく
ることにより「業務能力ダウン」という現象が見られる。



④能力評価
能力主義では「能力に応じた、能力が上がる仕事」をベースとするポジショニング

となる（無論、すべての人の能力が最大限に生かされる仕事にポジショニングする
ことなどできない。組織として必要な仕事をなるべく能力に合った形でポジショニン
グしていく）。そうなるとその能力を何らかの形で評価しなくてはならない。つまり能
力主義においては能力評価が必要となる。

一方、業績評価については前述のようにチーム業績、部門業績、全社業績を対
象とする。つまりチーム業績が最小単位で、個人業績については対象としない。能
力主義でポジショニングして、個人の業績を評価すればどうしてもチームマネジャ
ーが業績主義へと移行してしまい、業績の上がることだけを考えてポジショニング
してしまうからである。これによってセミナーで残業についてディスカッションした時
によく挙がる「特定の仕事のできる人に仕事が集中する」という現象を生んでしまう
。385ページで述べるように個人業績については貢献度評価という形でチーム業
績への貢献度を目標管理をベースとして評価する。
この能力評価には3つのスタイルがある。1つは仕事をやっている状態、結果を見
て能力を評価するものである。いわゆる毎期の人事評価の範疇である。この評価
者は対象者（被評価者という）に一番近く、さらにはチームマネジャーなど一緒に
仕事をやっている人がよい。ただここでは今の業務能力しか見ることができない。



2つ目は仕事をチェンジする時（キャリアアップも含めて）である。違う仕事をやる
のだから新しい仕事に関する能力を見る必要がある。やっていない仕事の能力を
上の人事評価でやることは難しい。新しい仕事をベースとした能力評価が求めら
れる。これが前述したポテンシャル能力評価であり、共通能力のフィット度を中心
に、セミナーなどで新しい業務をシミュレーションして業務能力も評価していく。これ
はキャリアシステムの範疇である。

3つ目は能力ダウンの評価である。本来これも1つ目の人事評価でやるべきもの
である。しかしチームマネジャーなどが、能力ダウンを判定するのは（この被評価
者は一定年齢以上の人が多く、チームマネジャーよりも年上のことも少なくない）
いくらマネジャーの仕事といっても評価者のストレスが大きすぎる。そこで人事部な
どで一定年齢ごとに（45歳、50歳、55歳、60歳など）何らかの形で評価すべきであ
る。そしてこれに373ページの役職定年や「定年による継続雇用へ」といったものを
組み合わせていく。したがってこれもキャリアシステムの範疇となる。



（２）年功と上下関係
①若者抜擢の問題点

かつての日本は「年功序列」というのが人事システムの特徴であった。つまり年
功（入社年次、勤続年数）によって上下関係を作っていくものである。先輩・後輩で
あり、上司・部下の関係もこれを基本的には踏襲する。

そしてバブル崩壊後は「実力主義」「若者抜擢」といった「年功序列」を否定する
企業が多くなってきた。しかし私が知る限り「年功序列」から「若者抜擢」へとチェン
ジしてうまくいったという企業はない（その企業が誕生した時から「年功無視」で元
気な会社はたくさん知っているが）。

これによって若者に抜かれたベテランはモチベーションを失い、抜いていった若
者はベテランが部下に付くことでストレスをため、抜けなかった若者は同期入社の
人がどんどん上がっていくのを見て不公平さを感じてしまう。そして年功序列の時
代に大事にしていた秩序は消え、若者抜擢で目指した組織の活気はかえって沈
み、組織のムードは荒み、パワハラが顕在化し、心の疲れが退職者を増やしてい
く。

（２）年功と
上下関係



②キャリアアップ
では年功序列に戻すのか。そんなことは今さらできない。年功序列は企業が成長
していくことが前提のモデルである。つまり部下がどんどん増えていくことで上司を
どんどん作っていけることが前提である。しかも一旦、年功序列をやめ若者抜擢を
やってしまって、これを元に戻すと「上がってしまった若者をどうするか」が大問題
となる。だからと言ってこのままの状態では組織は保てなくなっている。そこでワー
キング・イノベーションは次のようなベクトルを持つ。

163ページで述べたように秩序のベースを「意見の優先度」とする。そして意見が
優先される方を上司、従う方を部下と定義する。これは上下関係ではなく、位置関
係である。

組織でこの優先関係が最初に生まれるのはプレイヤーとチームマネジャーであ
り、ここからチームマネジャーとグループ長、グループ長と部門長といった優先関
係を生む。



ここで能力主義においては、この優先関係は能力によって決定する。つまり能力
の高い人の意見が優先される。すなわち組織における優先関係は能力評価によ
って決まる。このキャリアアップ（意見の優先度が高まること）の評価にはフェアさ
が強く要求される。そのため評価者の違う「上司による人事評価」は適さない。そう
なると評価者は、経営者、経営スタッフとしての人事部、第三者など組織内の「す
べてのメンバーに共通の人」としなくてはならない。そうでないと「上司が引き上げ
る」というイメージを組織が持ってしまい、不公平感が漂ってしまう。
このキャリアアップというシーンでは業績主義を採ることは禁じ手である。業績を上
げた人が上へ上がっていく仕組を採ると不公平感が生まれるだけでなく、「業績で
一度上がった人が、業績が落ちたらどうするか」という大きな問題を抱えてしまう。
よくいわれる実力主義も「結果を出した人が勝ち」というニュアンスが入っているこ
とが多い。この結果には能力だけでなく、仕事環境（担当業務、たまたま･･･）も入
っており不公平である。



③長幼の序
前述のように人と人の上下関係には「長幼の序」を採用する。つまり年齢を上下

関係のキーとする。人間の上下関係は不変なものがよい。可変性の高いものは上
下逆転になった時のダメージが大きい。課長が平社員より“偉い”としてしまうと、
課長ではなくなった時（これまではあまりなかったが、今では役職定年、継続雇用
でごく当たり前となっている）偉くなくなってしまう。上司と部下という言葉もやめた
いが、労働法の指揮命令関係を表す適切な言葉がない。上司と部下は仕事上で
の指揮命令関係であり、人としての上下関係ではない。

157ページの平等の原則からいって、年上社員と年下社員は対等である。しかし
ここで年下側が「年上を敬う」ということを考えれば、すべての問題は解決する。そ
れは理念であり、インテグリティである。これに反論することは難しいと思う。いくら
考えても長幼の序を採用して起きる問題が浮かばない。



（３）付加価値分配
①付加価値分配を給与

給与については付加価値分配という考え方を前提とする。これはかつて私の本
で一貫して書いてきたものである。

会社法では会社は株主のものである。ここではこれをベースとして次のような利
益に関する会計処理がなされる。
収益（入ってくるカネ）－費用（出ていくカネ）＝利益（手元に残るカネ）として計算し
、この利益を株主の収入と考える。そしてその利益から税金を引けば残りは株主
が自由に使えるカネとなる。株主はこれを2つに分ける。1つはすぐに自分の手元
に戻すものであり、配当である。もう1つは再度会社へ出資するもので、内部留保（
自分の会社に残して使う）となる。その時、当然のことながら従業員（法でいう労働
者）の給与は、費用（人件費という）として計算される。
しかしこれを従業員ガバナンスから見ると実態と合っていない。155ページの個人
原則から考えれば、会社は存続している限り（株主に解散させない限り）従業員の
ものである。そうなると給与は出ていくカネ（費用）、配当は手元に残るカネ（利益）
というのは実態と合わない。会社法、CSRを考慮して従業員ガバナンスの会社が
誰のものかと考えれば、従業員、株主、社会の共有物といえる。
そうなると給与を含めて会社が稼いだカネ（これを付加価値という）を従業員、株主
、社会、そしてこの先仕事をしていく会社の4者（これをステークホルダーという）で
分け合うと考えるべきである。

（３）付加
価値分配
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②給与分配率
付加価値分配の主体は従業員と株主である。そこで付加価値の一定比率を給

与、配当とするというのが理想的である。この給与分配率（sとおく）、配当分配率を
従業員の代表である経営者と株主が長期経営計画などで合意しておく（経営者が
社会へディスクローズし、それに合意して投資した人が株主となる）。

ここで給与に着目してみよう。
である。

これを給与について解くと、 となる。
「付加価値の一定比率を給与にする」ということは「利益と給与を比例させること」

と同意である。つまり利益が2倍になったら給与も2倍になる。しかし利益が半分に
なると給与も半分になってしまう。ただ一般に付加価値に占める給与の割合（s）は
高いので、利益が半分になることなどほとんど起きない。付加価値分配とすれば、
付加価値が下がると給与も下がるので利益は安定したものとなる。

株主から見れば同様に配当も利益に比例することになり、自分の取り分（配当。
法的には利益だが）と給与が比例することになり、経営者を含む従業員と株主の
ベクトル（付加価値を高める＝利益を上げる）が一致する。

こうすることで利益の減少により自分のクビが飛ぶ経営者が「給与を下げて利益
を上げる」ということができなくなる。付加価値が下がれば利益は下がる（給与も下
がる）。こうなると賃金闘争といった労使対決はなくなり、皆で付加価値（利益）を上
げていくしかない。



税金は利益にほぼ比例するので付加価値（利益）が増えれば社会貢献（税金）も
増える。そうなると残った内部留保も付加価値（利益）に比例する。だから配当と内
部留保の関係（どちらかを増やし、どちらかを減らす）を考えなくてもよい（というよ
りもすでに株主と合意されている）。この内部留保は会社でこの先使っていくカネ
であり、従業員ガバナンスにおいては仕事をする時には「会社≒従業員」なので皆
で明日のために使っていくカネである。明日の仕事のために使うということは、この
内部留保によって明日の給与、配当を増やしていくこととなる。



③付加価値分配と働き方
付加価値分配は従業員の働き方にも大きな変革をもたらす。その最大のものは

給与は「会社からもらう」ものではなく、「皆で稼いだカネを分配するもの」ということ
がはっきりすることである。経営者に「給与を上げろ」と言っても、経営者にはそん
なことはできない。給与を上げるには付加価値を上げるしかない。付加価値が一
定（給与総額が一定）の中で「自分の給与を上げろ」と言えば「誰かの給与を下げ
ろ」と言っていることになる。会社は皆が協働し、その業績を皆で分かち合うもので
ある。

ここでは収入を上げて支出を下げれば給与が上がることになる。収入（売上）は
すべて顧客が会社へ払ったカネである。だからといって何も変わっていないのに、
顧客からたくさんカネをもらうと“ボッタクリ”である。顧客にとっての価値を上げ、顧
客満足度を高め、より高いカネをもらうことで収入を上げて、支出を下げる。コスト
ダウンは利益を上げるために自分たちの給与を上げていくことが目的である。だ
からライバルに勝つために人件費という給与を下げて、顧客への販売価格を下げ
ていくのは本末転倒である。

これに気づいた企業は「顧客へのバリューアップ」を理念に掲げている。コカ・コ
ーラウエストの「価値ある商品･サービスを提供」、アズビルの「現場で価値を創り
ます」であり、日揮の「社会と顧客のニーズに応え、価値を創造します」であり、高
砂の「最高の品質創り」である。これがワーキング・イノベーションの「働く目的」で
ある。



２．給与システム

（１）給与システム・イノベーションのベクトル
①これまでの給与システム

多くの企業は給与システムについて、当初の原型は他社の仕組をまねたり、給
与の仕組づくりのプロが設計するなどして作っている。そしてそれを外部環境の変
化（労働法の変化など）、会社業績の上下、人事制度の変更、人員構成の変化な
どに伴い、何回か変更してきている。

この変更に際し、一貫したポリシーがあるのではなく、外部環境、内部環境に合
わせる形で変更してきた。そしてその際には、変更によって給与総額がどう変わる
かをシミュレーションし、一般的には給与総額は変わらないように（下がることは労
働者側が、上がることは株主が納得しない）そのスペックを設計していく。そうなる
と給与総額が変わらない中で、給与システムが変更されるので、誰かの給与は上
がり、誰かの給与は下がることになる。
経営者としては、人事部や人事コンサルタントがシミュレーションしながらいじって
いるので、組織のメンバーに対して給与システムをどうしてそういうルールに変え
たのか、さらには各人の給与がどういう理由で変わるのかを説明しきれない。その
ためその新しい給与システムで「給与が下がった人たち」の不満（給与が上がった
人はボーナスをもらっている感じでモチベーションが上がるわけではない）だけが
組織に残っていく。給与システムを変える時、そのポリシーがないと結局何の幸せ
も生まず（何が狙いかもわからず）、傷跡だけが残ってしまう。

２．給与シス
テム (1)給与
システム・イ
ノベーション
のベクトル



②業績連動の問題点とその解決のベクトル
この給与システムを改善ではなくイノベーションしていく。改善とは今の問題点を

洗い出し、これを解決することであり、イノベーションとはあるべき姿を作り、そこに
近づけていくものである。このポリシー、あるべき姿はフレームワークで述べたとお
り付加価値分配である。すなわち、給与を固定費用と考えず、業績に対して連動さ
せていくことである。これによって赤字になることはなく（赤字になるということは給
与も払えないという状態である）、利益ダウンによる従業員ガバナンスのピンチを避
けることができる。

この業績連動は組織の給与総額としては皆が合意していても、個々人の給与を
考えると次の2つの問題を抱えることとなる。
・給与を業績連動とすると、前と全く同じ仕事をしても給与が下がる人と上がる人が
いる。ただこの問題は上記のようにいかなる給与システムの変更でも起こることで
ある。
・新人から経営者まで従業員全員を同じように業績連動とするわけにはいかない。



ワーキング・イノベーションを実行する組織において、ラインにはプレイヤー、マ
ネジャー（チームマネジャー、グループ長、部門長）、経営者という階層がある。業
績（利益、利益影響の構成要素である売上、原価、経費など）をアカウントするの
はチームマネジャーからであり、プレイヤーには個人業績はなくチーム業績への
貢献度だけである。そしてグループ長、部門長、経営者と階層が上がるにつれ、ア
カウントの幅（チーム→グループ→部門→会社）が広がっていく。そう考えるとプレ
イヤー→マネジャー→経営者の順に業績連動度を上げていくべきである。

しかもプレイヤーには労働時間に応じた給与を分配しなくてならないという固定
部分があり、かつ残業には割増して分配する社会ルールとなっている。さらには残
業と利益はトレードオフな面もあり（残業は割増があるので、これが増えると利益
は下がる）、業績連動が弱くならざるを得ない。そうなると経営者の連動度は極め
て高いものとしなくてはならない。



もっと深刻なのは、給与の業績連動がリアルタイムではなく、主に前期の業績を
反映したものとせざるを得ないことである。そうなると前期の業績が極めて良く、今
期の売上が急降下すると（売上という収入が減って、人件費が大きく出ていくので）
利益は一気に落ちていく。そうなると経営者については期中の業績悪化による給
与カットや、赤字になった時の解任（これによって給与をゼロにしてしまう、この業績
悪化による解任では退職金をもらうこともできない）といったこともやらざるを得なく
なる。
いずれにしても経営者は業績の小さな悪化でも大きく下げなくてはならない。しかし
逆に考えれば小さな利益向上でも大きく上げるのが当然である。近年ではそれを
考慮し、経営者に対して業績連動型のストックオプション（154ページで述べた1円オ
プション、業績目標達成型オプション）や株による報酬（業績が上がれば株価が上
がって給与が上がる）などを採用する上場企業が目立っている。ただこの制度も多
くの企業で組織の従業員への説明がほとんどなされず、「経営者は随分たくさんも
らっている」と思っている人や、その制度を知らない人さえも多い。従業員ガバナン
スではすべての従業員に経営者になれるチャンスがあるのだから、未来の経営者
である従業員に対して、このシステムの説明をしていくことが求められる。



またこの下の層のマネジメントもチームマネジャー→グループ長→部門長といっ
た順で業績連動度を高くしていくことが求められる。しかしここにも大きな問題があ
る。
各人にとって給与は生活を支えるものである。業績連動はマネジメント層、経営層
の順に高めていくのだが、プレイヤー、マネジャー、経営者という層は勤続年数と
大きな相関を持っている。

多くの従業員は今の給与システムが続くと考えて生活設計をしている。「給与は
安定し、組織の上位に行けば（つまり年齢が上がっていけば）給与が上がっていく」
と考えて生活設計している。そして従来の給与システムはこれに応じるべく「資金需
要（住宅ローン、教育費…）の高い中年」であるマネジメントゾーンで給与が上がる
形をとってきた。しかも支出がもう固定化している人（家を買った、子供が入学した）
も多い。この人の給与を下げれば（業績が下がることで給与が下がってしまう）、生
活を破綻させてしまうリスクがある。経営者の場合はどちらかと言えば“老後の心
配”（これは給与システムが変わってしばらく経ってから）であるが、マネジメント層
では給与システムが変わればすぐに生活を直撃してしまう可能性もある。

これについては次の5つの手を打っていくしかない。



（ⅰ）業績連動ゾーンを広げていく
固定型のプレイヤーの人数に比して業績連動する人が少ないと、どうしても対象

者の連動の影響が大きくなる。そのために連動する人たちを増やしていく。会社は
従業員のものなのだから、その仕事の結果の影響を多くの人が受けるのは当然と
いえば当然である。業績連動をマネジメントゾーンだけではなく、チームマネジャー
の資格を持ちながらやっているプレイヤー（つまりリーダー職）、スペシャリスト、ス
タッフの上位層…といった形で増やしていく。さらには連動度の大きい経営者層も
増やす。これが執行役員制度の意味でもある。

そしてプレイヤーも固定費部分を落とし連動度を高めていく。
（ⅱ）給与システム・イノベーションをゆっくり進めていく

給与システムを一気に変えてしまうのではなく、あるべき姿を設計して、そこへ向
かってゆっくりと業績連動へと進めていく。つまり経営者が給与システムのあるべ
き姿を従業員に示し、毎年少しずつ仕組を変えることとしてその理由を説明する。



（ⅲ）業績の良い時は大きく業績連動へと変え、業績の悪い時はあまり変えない
こうすることで、業績が悪い時の従業員のダメージ（業績が良くても悪くても給与

システムの変更によって給与は下がる人もいるが、後者の人は悪い時にはその下
がり方が大きくなってしまう）を小さくしていく。
ただ業績が悪い時、一気に連動型に変えた場合と比べ、どうしても利益の落ち方
が大きくなってしまうが、利益よりも従業員の生活の方が大切である。
（ⅳ）キャリアアップする人は新しいルールに合意した上でなる。

給与システム・イノベーション後（最終像を組織に公表した後）プレイヤーからリ
ーダー職になる人はその給与ルール、ベクトル（これからさらに業績連動が高まっ
ていく）に合意した上でキャリアアップする。経営者へのキャリアアップも同様であ
る。
（ⅴ）生活手当

すべての人がこの業績連動型の給与に生活設計を合わせていくのは難しい。特
に住宅、育児、子供の教育といった生活資金については、その下方修正はCSRの
面（社会はそれを望んでいない）からもやるべきではない。そうなると給与システム
・イノベーションによるダメージを小さくするために、生活手当のようなものを充実さ
せる必要がある。住宅手当、育児手当、扶養手当･･･といったものである。今、多く
の企業ではこれら手当はどちらかといえば縮小傾向にあるが、これを業績連動に
よるダメージを小さくするものとして再設計していく。



③業績連動型と能力主義
「業績連動は業績主義であり、能力主義とは矛盾するものである」という意見も

当然あろう。
これについては業績連動は「主義」（自らの考え方によって決まるもの）ではなく、

「MUST」と考える。株主が絶大な力を持つ会社法、金商法の下で上場企業が従業
員ガバナンスを保っていくためにはこれしか採りようがない。能力主義、業績主義
に関わらずこれを採るしかない。つまりポジショニング、キャリアアップなどについ
ては「能力を最優先」という考え方で設計するが、給与には「組織全体では業績連
動」をMUSTとするしかない。したがって組織のメンバーである従業員は個々人の
給与も人によってその大きさは違うが、会社業績（個人業績ではなく）へ連動させ
なくてはならない。

人事の世界で有名な言葉（西郷隆盛が言って有名になった）に「功ある者には禄
を与えよ。徳ある者には地位を与えよ」というものがある。これを人事の世界では「
業績に貢献した人にはカネを、能力のある人にはそれに合ったポストを」といった
感じで使っている。



しかし後述するように地位と給与は完全に切り離して考えることはできない。つま
り能力の高い人が得る地位と給与は関係ないというわけにはいかない。これにつ
いては、「能力の高い人」がその地位に就くことで明日の付加価値は上がり、明日
の給与が上がるという仮説を持つ。これを受け、明日の給与を上げる能力の高さ
にも給与を分配する。

そしてこのことを明日の利益（付加価値）から、明日の分配（配当、株価）を得る
株主（投資家）にも合意してもらう。これが能力給を導入する理論的バックボーンで
ある。346ページの内部留保を皆で給与として分け合うのではなく、明日の給与の
ために分配するというのと同じ論理である。



（２）給与分配基準
給与は従業員各人への付加価値の分配であるが、その基準を決めなくてはなら

ない。その基準としては次のようなものが考えられる。
①労働時間

働いた時間に対して分配するものであり、時間給と呼ぶ。何度も述べているが労
働法の対象者にはそのルールどおりに分配される。つまり他の給与は分配しなく
てもこれだけは分配しなくてはならない最優先のものである。言い方を変えればこ
の法定の時間給の残りを皆で分配していくことになる。
②勤続年数

勤続年数、つまり「年功」に応じて分配されるものであり、年功給と呼ぶ。
年功給は諸外国でも多かれ少なかれ存在しているが、日本ではそのウエイトが

高い。このウエイトの調整をやるにしても年功給というものは残していくべきである
。その根拠は次の2点である。

（２）給与分配
基準



・過去の蓄積
会社には年とともにさまざまなものが蓄積されていく。そしてその蓄積された力で

業績（付加価値、利益）が決まる。つまり今日の業績は今日の従業員だけでなく、
過去の従業員のやってきたこと、能力も影響している。さらには内部留保は今日
の従業員が稼いだカネのうち「明日のために使うカネ」である。したがってその明
日の付加価値の分配を、そのカネを出した従業員（年功のある従業員）がもらうの
は当然である。そのため勤続年数の高い人ほど給与分配が多くなる。
・途中の変更

そうなると途中でこの年功給をなくしたり、減らしたりするのは不都合（不公平）で
ある。過去の業績の対価として今日の年功給を受け取るはずの人が、今日のル
ール変更でもらえないというのは問題がある。これから先の年功給をルールによっ
て落としていくことで年功給のウエイトを調整するにしても、過去の分配分は考慮
する必要がある。



③業績
利益という業績に給与総額が連動するのなら、利益、その構成要素（売上、原価

…）に各人がどれだけ貢献(・・)しているかを各人の分配に考慮するのは当然であ
る。それが業績給である。そしてプレイヤー→マネジャー→経営者と上がっていく
につれ、そのウエイトを上げていく。
④能力

従業員各人の能力に分配していくもので、能力給という。これは352ページで述
べたように「その能力が明日の給与をもたらす」という理由と、もう1つ時間給との
関係で必要である。残業代は長い時間働けば、給与がたくさんもらえるルールで
ある。そうなると能力が高くて仕事が早く終わる人の給与が低いことになる。この
矛盾を少しでも解消するのが能力給である。つまり「仕事を早く終えられる能力の
高い人」に、より多く給与を分配するということである。



⑤仕事
従業員がやっている仕事そのものに給与を分配するものであり、職務給という。

ワーキング・イノベーションでは基本的にはなくす方向で考える（後述するように継
続雇用などのケースを除いて）。職務給の根拠は、難しい仕事や大変な仕事を担
当する人に“より高い給与”を分配するというものである。しかし何が難しい仕事か
大変な仕事かという判断は難しい。もし難しい仕事が高い能力を要するものであ
れば「能力給」で対応する。大変な仕事が能力ではなく時間（夜間、休日など）であ
れば「時間給」で対応する。生活との関連（その仕事によって家族と離れて生活、
顧客のために生活時間中でもリアルタイムに対応…）といったことなら下の「手当」
として対応すべきである。
⑥役職

役職（課長、部長…）に対して分配するもので、役職給とよばれる。これも職務給
と同様になくしていく。役職とはプレイヤーではないポストを指すのだと思うが、あ
まり根拠がない。役職が能力に対応するなら能力給とし、いわゆる「責任の重さ」
なら業績給で業績連動度を高めていく。
⑦手当

主にワーク・ライフ・バランスの中で生まれるものである。ライフイベント（育児、介
護）への配分の他、 “不公平さ”（組織の都合で単身赴任など）を排除するために
必要に応じて分配していく。「転勤あり、なし」といったものも、これをノーマルな給
与（基本給、賞与など）ではなく、手当というイレギュラーなスタイル（レギュラー状
態になったら分配をやめる）で考える。



（３）キャリア別の給与システム
これまで述べたように業績連動を主な理由として、キャリアごとに給与システムを

変える必要がある。給与システムにおけるキャリアは大きく次の5つに分けられる。
①プレイヤー（残業代支給型）

給与形態は基本給、残業代（賃率×時間×割増率）、各種手当、賞与、退職金で
ある。これを（２）の分配基準と対応させると次のようになる。
（ⅰ）時間給

基本給（所定労働時間内）と残業代によって、法に則り計算する。
（ⅱ）年功給

主に退職金として積み立てられるものである。したがって退職金のルールを変更
しても「すでに積み立てられている」と考えられる年功給分はその影響を受けない。
また従来の「年とともに昇給」という基本給部分をいきなりなくしてしまうのは問題
があるので、勤務年数によるアップ分も考慮に入れる（すなわち基本給も勤続年数
とともにゆっくりと上げていく）。

（３）キャリア別の給与システム



（ⅲ）業績給
これはラインとスタッフで異なる。

ラインは原則チームに所属しているが、ここでの業績給の対象は3つある。
1つはチーム業績である。チームで出した業績による分配である。これは賞与で

対応する。チームが出した業績に対する給与なので翌期の分配となる。
2つ目は会社全体の業績（利益）であるが、これについても分配する。全社業績

へのプレイヤーの連動度を高めることと、組織の和を創っていくためである。つま
り皆で協力して会社の業績を上げていくことを考える。組織が大きくなると必ず起
こる官僚主義（自チーム、自部門の利益を優先する）を打破するためである。これ
は決算賞与のような形で当期の業績に連動させて当期内に処理するのが望まし
い。先期の業績によりこれを行うと、349ページで述べたように先期が好業績で今
期が大きく悪化した時、賞与調整の連動がズレる（払うはずの賞与を払わなけれ
ばルール違反となってしまう）ので利益に与えるダメージが大きくなってしまう。

3つ目はチーム業績、全社業績への各人の貢献度である。これには2つの考え方
がある。1つは能力からのアプローチである。つまりこの貢献を「持っている能力の
顕在化」と考えるものである。もう1つは「チーム業績への寄与度」というものである
。ワーキング・イノベーションではプレイヤーの業績連動度を高めるという意味でも
後者のスタンスを採る。つまり「業績への貢献」を対象とする。すなわち各人の能
力ではなく、業績への貢献という「仕事の結果」をベースとして行う。能力について
次の能力給で考慮する。



一方、スタッフは、ラインのチーム業績に当たるものが「スタッフとしてサポートす
る部門の業績」（経営スタッフのようにサポート部門がない時は対象外）、全社業
績及び貢献度（スタッフの場合は難しいが、難しくても少しでも業績連動に向かっ
ていくためにやっていくしかない）となる。
（ⅳ）能力給

能力への給与分配であり、これが基本給となる。つまり基本給は能力ランクによ
って決定する。能力ランクは当該期間の能力発揮度によって変化する。この変化
は人事評価（能力評価）、およびキャリアアップによって行い、これによって能力給
は決定する。
（ⅴ）手当

前述のとおり主に従業員各自の生活の状態によって、ルールに則って各種手当
として分配する。



②リーダー職＋スペシャリスト職
この層は残業代が支払われない人たちであり、それ以外の支払形態（基本給、

賞与、退職金、手当）はプレイヤーと同じである。
（ⅰ）時間給

働く時間による給与はない（というよりも一定量が人によって差がなく分配される
）。
（ⅱ）年功給

プレイヤー時代からの積み重ねとして退職金として分配する。
（ⅲ）業績給

これはチームマネジャーかどうかで異なる。チームマネジャーについてはその期
間のチーム業績の連動度が高くなり、あわせて部門業績、全社業績（決算賞与）
も加わる。

リーダー職のうちチームマネジャーでない人、スペシャリスト職のうちチームに所
属している人はチーム業績、部門業績、全社業績が対象、スタッフを含めライン部
門に属している人は部門業績、全社業績が対象、それ以外の人は全社業績に連
動する。連動度はチームマネジャーよりも低い。
（ⅳ）能力給

リーダー、スペシャリストの能力ランクに対応して基本給で分配する。
（ⅴ）各種手当

プレイヤー同様に支給される。



③ミドルマネジャー（グループ長、部門長）
支払形態は②同様に基本給、賞与、退職金、手当である。

（ⅰ）時間給
なし

（ⅱ）年功給
業績連動度を高めるために①②よりもそのウエイトを落とす。

（ⅲ）業績給
相対的にこのウエイトを高め、グループ業績、部門業績、全社業績（決算賞与）

の順に高く業績連動させる。当期の全社業績が悪化した場合は当期内の給与が
下がる可能性もある。
（ⅳ）能力給

能力ランクに応じて、業績給のベースが決まる。
（ⅴ）手当

一定年齢をもってカットする。



④経営者
基本的には前期の全社業績をベースとする年俸制とするが、実質的には当期業

績との連動を高める。例えば当期業績による給与カット＆達成ボーナス（ストック
オプション、株）、決算賞与のウエイトを高めるといったものである。

退職金については年功給ではなく、前述のような業績連動型のものとする。
⑤継続雇用

継続雇用にはさまざまなスタイルがあるが、ここでは典型的なパターンについて
考える。すなわち定年を以って一旦無期労働契約を終了（すなわち退職金をもらっ
て）、再度有期労働契約（60～65歳の5年など）を結ぶというものである。ここでは
後述するように職務給一本として、年功給、業績給、能力給、手当もない。



３．キャリアシステム

（１）人事制度
次は働く人をセグメントしていくシステムであり、これをキャリアシステムという。こ

こでいうキャリア（もうすでに本書で何度も使ってしまったが）とは従業員のある特
性を持ったグループのことをいう。従来はこのグルーピングは「格付け」という名前
でよばれていた。「格」とは「上下関係」の事であり、どちらが「偉いか」という秩序の
ことである。そしてこの格付けのルールのことを人事制度と呼んでいた。人事制度
は給与システム、組織システムのポジショニングなどを含むものだがその中心は
本書でいうキャリアシステムである。
ここではまず人事制度について整理してみよう。
①欧米型人事制度

欧米型の採用は何度も述べたようにジョブ型と呼ばれるものである。すなわち組
織において必要な仕事（ジョブ）を洗い出し、欠けている部分について「その仕事を
できる人」を採用することで補充する。したがって基本的には新卒、中途といった
区別がない。
ここではジョブが「できるか、できないか」が基準である。当然のことながらジョブの
難易度（どんな役割、スキルが求められるか）、重要度（そのジョブが組織にどれく
らい貢献するか）によってランキングしておくことが求められる。これをジョブグレー
ドという。ジョブグレードはⅠ、Ⅱ、Ⅲ…といったランク（格付け）形式で決まる。この
ジョブグレードによってポストが設計され、給与（多くの企業では年功給もある）が
決まる。そしてグレードが上がること（昇進）が、昇格（ポストが上がる）をもたらす。

３．キャリアシ
ステム （１）
人事制度



②これまでの日本型人事制度
日本は欧米とは異なり、メンバーシップ型採用を採っている。新入社員は多くが

新卒であり、何の仕事もできない人を雇い、業務能力を上げていって、仕事ができ
るようになっていく。そしてその業務能力によって、より難易度の高い仕事をやって
いく。そのため日本には2つのランクが必要である。
・仕事ランク

本来は仕事の難易度（ジョブグレード）を表すものだが、日本では「偉い度」つま
り上下関係を表すランクである。平社員→主任→係長→課長→部長…といったも
ので、係がなくても係長であり、課がなくても課長はいる。

・能力ランク
新入社員は仕事ができない状態で入ってくるので、仕事能力を上げていくこと

が求められる。ここにはその目安としての能力ランクが求められる。
当初は能力ランクを仕事の出来具合で表していた。商業であれば「でっち（見習い
）－手代（1人でできる）－番頭（教えることができる）－大番頭（仕事を任せること
ができる）」、工業では「見習工－職工－技能工－熟練工…」といったものである。

そしてここにオフィス業務が加わることになり、職種による違いを越えて統一した
ものが作られた。というよりもオフィス業務を中心とし、ランク設計のうまい役所の
ものを民間でもそのまま流用した。「一般職－主査－参事－参与－理事」といった
ものである。そしてさらには取締役もこのランクの中に入ってくる。



この能力ランクが次第に仕事ランクと合体していく。一般職＝平社員、主査＝係
長 、参事＝課長、参与＝部長、理事＝取締役一歩手前といったものである。そし
て能力と仕事が一体化していく中で、給与もこのランクによって決定することになる
。

こうなると参事への昇格は課長への昇進であり、同時に非組となって管理職に
昇進することになる。ここに年功序列が組み込まれ、さらに細かいランクが生まれ
る。一般職5級、4級、3級、2級、1級、主査3級、2級…といったもので、特に入社間
もないうちは1年で能力が上がっていく（業務経験＝能力と考えている）ことになる
。そのため多くの企業では「一般職3級は、入社後業務経験5年以上で当該職務を
自らの意思で遂行する力を持ち･･･」などと定義する。
さらに企業が大きくなっていく中で管理範囲から組織がピラミッド型となり、係長－
課長－部長－本部長－事業部長と階段（ステップ）が増えていく。またポストも昇
進というモチベーションを高めるため階層が多く必要となり、課長補佐、課長代理、
部長代理、副部長…といった中間職も設計していく。
これに合わせる形で能力ランク別の管理職ゾーンも副参事といったものや参事3
級、2級、1級、参与3級、2級、1級といった形で細かくして対応していく。

ここでは仕事ランクを「役職」（「職制」という表現も使われていた）、能力ランクを
「職能」（職務能力）と呼んでいた。
そして当初は職能が「役職の資格」という位置づけであった。例えば「課長には参
事の職能を持った人しかなれない」つまり、参事は「課長の資格」というものである
。そこでこの能力ランクは「職能資格」と呼ばれていた。



職能資格であるので、当然のことながら参事であってもポストがなければ課長に
はなれない。しかしいつの間にか役職が絶対的な上下関係＝身分となり、同じ能
力を持つ人は同じ身分を与えるということで、職能と役職が一体化してくる。つまり
参事とは課長のこととなる。部下がいなくても課の長ではなくても課長である。

したがって参事になると社内では「課長」という名で呼ばれるようになる。こうし
て職能資格とそれに伴う役職は社内だけでなく対外的にも「身分」となってしまう。
こうなると降格は難しく（というよりも出来なくなる）身分が安定感を増してくる。つま
り課長になれば定年までは保証される。だから社内では「内山課長」という呼び方
が普通となる。

そして課長になると給与だけではなく、机の大きさも変わり、座る向きも変わり、
会社によってはバッチの色が変わり、課長以上の出張はグリーン車、部長以上は
ビジネスクラスといった形ではっきりとした身分として定着する。



③日本型人事制度の変化
ここに2つの変化が生まれてくる。

（ⅰ）複線人事
これについては2つの流れがある。

・総合職と一般職
従来は年功序列を保って皆を管理職へと昇格させていくために、採用の入り口

を性と学歴によって3つに分けていた。「大卒男子」（いわゆるホワイトカラー、基本
的に管理職になる）、「高卒、高専卒男子」（いわゆるブルーカラー、出世は監督職
まで）、「高卒、短大卒女子」（出世はしない）というものである。つまり大卒男子を
全員課長まで上げるために「上がらない部下」を作っていく必要があった。これは
役所の制度（キャリア、ノンキャリア）そのものである。

しかし1985年の均等法により男女別コースが禁止された。これを機に、複線人事
と称して総合職（出世スピードが速い）と一般職（出世が頭打ち）という2つのコース
に分けるといったことが一般的となった。そしてその区分は男女ではなく、仕事の
難易度によって分けることとした。しかしこれから入ってくる人はよいが、問題は今
いる人の移行である。まずはホワイトカラー、ブルーカラーの男子については現在
の資格を持ったまま総合職へ移行し、女子は一般職という形とした。
しかし3つの動きが起きる。



１つはメーカーなどでブルーカラーとして高卒採用した人が総合職になって管理
職ゾーンへ向かっていく中で矛盾が生じてくる。つまりそのポストがないことである
。これには総合職を管理職の手前で、リーダー職（ホワイトカラー）と専任職（技能
職という表現をとるところもある。ブルーカラー）に分けるという形で対応する。そし
て高卒のブルーカラーの専任職は監督ポスト（係長、班長）または生産管理スタッ
フまでとする（ルールではそれ以上に上がることができることになっていても）。

2つ目は女性差別の禁止で総合職にも女性が採用されて入ってくることである。
こうなると一旦は一般職にあてられた女性にも総合職へのチャンスを与えないとつ
じつまが合わない。つまり一般職から総合職へのチェンジも認めることである。こ
れによってさらなる管理職ポストの不足だけでなく、給与総額が問題となる。給与
の低い女性を、従来の大卒男子組の総合職と同一のルールにすると給与を上げ
ざるを得ない。そうなると給与総額から考えて大卒男子組を下げざるを得ない。

そこでこれを転勤をする意思があるかどうかで、総合職Aタイプ、総合職Bタイプ
のように分けることでしのぐ企業もあった。Aタイプはかつての大卒男子組とこれか
ら入ってくる大卒男女、Bタイプは女性一般職からのチェンジとするものである。し
かしこれは国に見つかり、113ページのように禁じ手となった。



そして全く違う流れがもう1つ現れてくる。それは多くの企業がバブル時に大量採
用し、バブル崩壊とともに採用を抑えたことである。そのため部下が次第に減って
いく中で大量の管理職予備軍を生んでしまった。だからといって総合職をすべて課
長に上げることはできない。しかしそれでは管理職を期待している人たちのモチベ
ーションダウンとなってしまう。そこでプレイヤーのまま管理職として、専門職（スペ
シャリスト）という新しいキャリアを作る。

これが日本的複線人事である。すなわち総合職（難しい仕事を担当。従来のホ
ワイトカラー。実質的に転勤あり、なしで2つに分けることもある）、専任職（一定の
仕事を続ける。従来のブルーカラー）、一般職（易しい仕事を担当）とし、さらに総
合職はキャリアルートを管理職と専門職に分けるというものである。ただ外部環境
、内部環境の変化によって次々と改築したため、347ページの給与システム同様に
ポリシーのない「その場しのぎの変更」となり組織は大混乱となっていく。

さらにはこの人事制度と給与がリンクしているため、昇格調整（昇格条件を決め
たが、条件を満たしていても昇格させられない。実質的には給与枠から来る昇格
枠が優先する）、ルール違反（一般職から総合職へ移ることができるルールなのに
認めない）、昇格降給（参事へ昇格しても課長になれないため仕事は変わらず、残
業代がなくなり、給与が下がる）といったことが次々と現れ、組織にはストレスがた
まっていく。



（ⅱ）アメリカからの風
もう1つ17ページで述べたようにバブル崩壊とともにアメリカ型経営が日本に求め

られてくる。その最大のものは企業価値＊の増大のための成果主義の導入である
。これは年功序列からの脱却を求めるものであり、能力主義ではなく、業績主義、
というよりも「利益という業績だけを考えろ」というものである。これをキャリアシステ
ムから見ると「成績の良い人を上げろ」というものである。これに対応するために2
つの手が打たれる。
・名前の変更

これまで管理職の入り口である「課長」という名前を採ることが難しくなる。成績を
出した若い課長の下に元のベテラン課長を部下として付けることが外部から求め
られる。そのため課長という名前を捨てざるを得なくなる（部長は当面その必要が
なかったのでそのまま）。課長をマネジャーと呼び、あわせて総合職の専門職をカ
タカナにしてスペシャリストと呼んだ（専任職が残っていれば、これをエンジニアリ
ング職などと呼んだ）。この名前の変更が次の人事制度の再度の変更のトリガー
となる。

＊ いろいろな意味で使われるが、株主から見た会社の値段を指すことが多い。すなわち株価、解散価値といったものである。



・ジョブグレード制の導入
アメリカ型経営に向かっていく中で、アメリカ的人事制度であるジョブグレードを

導入することも検討された（というよりもアメリカ型人事制度をビジネススクールで
教えるようになり、これを学んだ人事コンサルタントが商売のネタにした）。つまり
やっている仕事の難易度でランキングしようというものである。
しかしプレイヤーレベルで様々な仕事をやっている企業ではこの適用は難しく、こ
れを導入できない。そのため管理職という単一職種の所にこれを適用する。あわ
せて管理職同様に非組としての専門職にもこれを適用せざるを得ない。ただこうな
るとプレイヤーは職能、管理職はジョブグレートとなって組織としてのつじつまが合
わなくなってくる。

そこでジョブグレード制を少し変更して「役割等級制度」という新日本型のランキ
ングを導入する企業も現れる（これを考案した人事コンサルタントががんばって広
めていった）。これは「役割（ポスト）の責任の重さ」（「責任」の意味はよくわからな
いが）によりランキングされるもので、ステージという表現をとることが多い。ステー
ジ1は「チームの一員として行動する」、ステージ2は「トッププレイヤーとして行動す
る」、ステージ3は「リーダーとして行動する」、ステージ4は「マネジャーとして行動
する」…といったものである。しかしこれではどうやればステージが上がるかわから
ないので、役割と能力をミックスさせた「役割・能力等級制度」といった中途半端な
ものとする企業も多くなってくる。そして今度は役職と役割がフィットせず混乱して
いく。



こうして日本は企業によってさまざまなタイプの人事制度が混在していく。
（a）従業員の職能資格制度に総合職と一般職を加味して加工
（b）（a）の管理職に専門職を入れて複線人事化
（c）（b）の管理職、専門職だけをジョブグレード化
（d）（c）のプレイヤーもジョブグレード化
（e）（b）または（c）を役割等級制度化または役割・能力等級制度化

これは組織のタイプによって分けられるのではなく、この制度設計を担当した人
事コンサルタントの商品（売りたい人事制度）によって決まったものである（と思う）
。

そしてどのタイプも、従来のポスト、能力、給与の一体化は崩れ、この3つがどん
どんかけ離れていってしまう。例えば「職能資格では管理職（非組）だが課長にな
っていない人の上に、組合員の課長がいる」「ジョブグレードと仕事の難易度が逆
になっている」「ステージと役割が合わない」･･･

302ページの組織構造の変更と同様に、人事制度の変更のたびにますます混乱
していく。



（２）キャリアシステム
この人事制度をこれまでのワーキング・イノベーションのポリシーに沿ってイノベ

ーション（変更ではなく、あるべき姿を作る）していくのが「キャリアシステム」である
。決して今の人事制度の問題点を解消するという形ではない。これをやれば上記
のような新しい問題点を生み、多くの場合その新しい問題は従来の問題より深刻
なものである。

キャリアシステムの基本的な理念は「能力によって仕事（ポスト）を決定する」とい
う能力主義である。そしてそれを実現するために293ページで述べたように、「特定
ポストを担いうる能力を持つ人を人材育成によって多く作り、随時ポジショニングし
ていく」というベクトルを持つ。
この能力によって生まれるグループ（特定の仕事をできる人）をキャリアと表現す
る。

（２）キャリアシステム



①キャリア区分
まずはこのキャリア区分を設計しなくてはならない。これは331ページのポジショ

ニングシステム（ポストを設計したもの）に基づいて次のような区分とする。
（ⅰ）プレイヤーキャリア

ライン、スタッフ、職種（営業、技術、事務･･･）といった区分を意識せず、プレイヤ
ーは1つのキャリアとする。すなわちキャリア内の異動（技術→営業）、新しい職種
の誕生にも柔軟に対応する。このプレイヤーキャリアは共通能力および業務能力
によってランキングする。
（ⅱ）リーダーキャリア

チームマネジャーを担う資格を持った人である。プレイヤーからのキャリアアップ
が原則である。リーダーキャリアの人にはチームマネジャーだけでなくプレイヤー
もいる。したがってリーダーキャリアへのキャリアアップ条件は「プレイヤー能力の
一定以上」（トッププレイヤーもしくは一人前のプレイヤーであること）と「マネジメン
ト能力」（チームマネジャーを担いうる力）の2つである。リーダーキャリアはプレイ
ヤー能力ランクとマネジメント能力ランクの2つを持つことになる。



（ⅲ）スペシャリストキャリア
これもプレイヤーからのキャリアアップであり、条件は「プレイヤーランクが一定

以上」である。そのため能力ランクはプレイヤーの延長線上にある。ただリーダー
キャリアよりプレイヤーとしてのランキングは高いランクを持つ。スペシャリストキャ
リアの人はマネジメント能力を認められることでリーダーキャリアへ移ることも可能
である。これによってスタッフスペシャリストの人がスタッフマネジャーを担うことが
できる。
（ⅳ）ミドルマネジメントキャリア

グループ長、部門長というポストを担うことが可能(・・)な(・)人(・)である。ミドルマ
ネジメント能力（業績管理能力、戦略理解力、提案力など）を認められ、リーダーキ
ャリアからキャリアアップする。能力ランクはマネジメント能力ランクのみとする。能
力ランクはミドルマネジメントキャリアであってもミドルマネジメントを担わず、チー
ムマネジャー、スペシャリストとして仕事をすることもある。
（ⅴ）経営キャリア

執行役員になることができるキャリアである。ミドルマネジメントキャリアからのキ
ャリアアップしかない。経営者能力（パブリック・リレーションズ設計力、戦略立案力
、資源の調達・配分力）を認められてなる。

例示すると以下のようなものである。



上の図ではプレイヤー能力ランクを、P10~P1、マネジメント・経営能力ランクを
M1～M10で表現している。

この能力ランクはその組織ですでに使われている職能資格等級、ジョブグレー
ド、役割等級（ステージ）をベースとして設計する。従来のランクでもほとんどが能
力要素が加味されているのでこれを使えばよい。これまでの問題点はランクの不
透明さではなく、ランクの混乱にある。



②パワーアップ、パワーダウン
同一キャリア内で能力ランクが上がることをパワーアップと表現する。上図では「

P8からP7へ上がる」というものである。プレイヤーキャリアではこのランクが基本給
（＝賃率×所定労働時間）の賃率となる。すなわち能力給であり残業代もこのラン
クによる賃率で上昇する。

このパワーアップは予算期間（半年など）に行われる人事評価の中の能力評価
が用いられる。すなわち上司による人事評価の一環として行われる。ここでは上司
の指揮命令による「仕事」を通してその能力（顕在化された能力）を評価することに
なる。

パワーアップはその能力ランクの主旨からいって入学方式が設定される。上の
例でいえば入学方式とはP8の人が「P7の能力を持つこと」を人事評価で認定され
てP7へパワーアップするものである。その認定には、現在多くの企業で導入されて
いる目標管理が用いられる。すなわち期初において上司と部下がP7の能力を満
たしていることを計る“ものさし”（例えば「××業務について基本設計書を書き、顧
客の了承が得られる」といったこと）を作り、期末に上司と部下でこれを評価してい
くというものである。



ここに卒業条件を入れるかどうかを決めなくてはならない。つまり「P8においてそ
の能力を十分発揮したか」というものである。これまでの能力ランクの主旨（一段
ずつ上がっていく）からして卒業条件は加えるべきである。例えばP7への昇格は「
P8ランク3年間で人事評価平均102点以上、2年間で平均105点以上」といったもの
である。この期間を設けると、ランキングはあまり細かくしないこと（パワーアップの
スピードが遅くなる）が原則である。
しかし卒業方式を入れると“飛び級”が出来ず、急成長している若者などに不満、
不公平が出る可能性がある。そこで組織としての特例卒業条件を付けることも検
討すべきである。例えばP8で「××国家試験の合格者」はP6へパワーアップでき
る（無論組織のP6の能力条件を満たすこと）といったものである。エンジニアなどで
は論文、特許、場合によっては社内能力認定試験も考えられる。

一方、年齢などによる能力ダウンも考えられる。ただ前述のようにこれを人事評
価で行うのは好ましくない。特に若い上司が「年齢の高いベテランの部下」のラン
クを落とすことは、その人の給与ダウンに直接つながるためその先のマネジメント
を考えると厳しい。つまり期間ごとの人事評価では、パワーアップ（いわゆる昇格）
はあってもパワーダウン（降格）はしない。しかしこのパワーダウンを考慮しないと
能力主義の公平さから考えて問題がある。そこで342ページのように人事部などの
経営スタッフによる定期的な能力チェックが求められる。45歳、50歳、55歳といった
区切りで能力テスト（論文、知識チェックなど）を行う。そして期間の人事評価も考
慮してパワーダウンを行うというものである。



③キャリアアップ、キャリアチェンジ、キャリアダウン
キャリアの変更はキャリアアップ（能力ランクのアップによるキャリア昇格）、キャ

リアチェンジ（対象能力ランクの変更によるキャリア異動）、キャリアダウン（能力ラ
ンクのダウンによるキャリア降格）がある。
（ⅰ）キャリアアップ

キャリアアップは複線であり、「プレイヤー→リーダー→ミドルマネジャー→経営
者」と「プレイヤー→スペシャリスト」という2つのルートを持つ。

このキャリアアップも入学方式（次のキャリアを満たす能力を持つことを評価）で
あるが、この評価は上司ではなく経営者または経営スタッフが行う。この評価を上
司評価とするのは不公平である。そもそもチームマネジャーへのキャリアアップを
上司であるチームマネジャーがやること（自分のポストが変わるかもしれない）は
矛盾している。

プレイヤーからリーダーキャリアへのキャリアップでは、次のようなルール（368ペ
ージの図のようなキャリア設計を例として）がノーマルであろう。以降のキャリアア
ップもこれに準じて設計すればよい。
・P5およびM1の能力を持っているかを評価する。
・P5については基本的には過去の人事評価結果（能力評価、貢献度評価･･･）とい
う「本人と上司の面接」により評価されたものをベースとし、人事部か当該部門長
が最終評価を行う。ここでの評価ポイントはチームマネジャーとして例外処理を担
いうるかである。



・M1については、まだやったことのないマネジメントについての能力のため、過去
の人事評価結果は用いない。方法としては経営者、人事部との面談、論文試験（
ともにテーマはマネジメント）、前述のポテンシャル能力評価といったものを組み合
わせて行う。

パワーアップ同様に卒業条件を入れること、およびその問題点解決策も全く同様
（経験年数と評価点、飛び級、国家資格など）である。

ほとんどの企業でこのキャリアアップ試験（昇格試験）をすでに実施している。前
述のように管理職への昇格を「直属の上司が決める」ということの矛盾にはすでに
気づいている。

私のやっているセミナーでも自社の人事制度、人事評価について意見を聞くのだ
が、この昇格試験に関する不満の声が多く挙がる。その不満は次の2点である。
・もっとも大きいものは卒業条件（上司推薦と表現することが多い。つまり上司が昇
格試験への受験者を決めている）に関するものである。上司があらかじめ昇格予
定者を決めて、この推薦条件にあわせて人事評価をいじっている（いわゆる「ゲタ
をはかせている」）。すなわち推薦条件（組織の人事評価）のバーが高いことが多く
、上司が昇格直前で無理してゲタをはかせている。しかも相対評価（後述）のため
部門内の他のメンバーの評価を落とすしかない。昔なら全員が昇格するので、い
つか自分にもこの「ゲタ」が回ってくるのだが、近年では昇格できない人も多く、こ
の人の不満は給与に直結するものなので極めて大きい。



・これだけ無理をして推薦しても昇格試験の合格率（昇格枠）がおさえられており、
不合格となる人も多い。しかし「なぜ落ちたか」がわからない。昇格試験の論文、面
接もなぜやるのかわからず、「どこを見ているのか」という評価基準も、そして評価
プロセスもよくわからない。そもそも一体誰が評価しているかさえもブラックボック
スとなっている。これらのことが人事部から説明がないので、推薦した上司、落ち
た本人から「そもそもどうして論文なんかで昇格を決めるのか。学校じゃないだろう
」といった「見えている評価ルール」に不満が集中する。

上の2つの問題点のうち前者の方はルール違反なのだから、この上司を一早く
見つけてペナルティ（キャリアダウン）を課すのが当然である。しかしこんなことが
上司自身だけでなくまわりから意見として出るということは、この上司が「ゲタをは
かせていること」をまわりに言っているのであろう。彼に罪の意識は全くない。これ
が重罪だということを理解していない。これによって人事評価が下がる人だけでな
く、キャリアアップする部下にも迷惑をかけている。その最大のものは「彼はゲタを
はかせられて課長になったんだ。上司に気に入られてエコヒイキされている」と思
われることである。そして同一部門内で課長になることも多く（場合によってはその
上司が転勤し、その代わりに課長になることもある）、先ほどの不満を持っている
人、白い目で見ている人が部下となる。



こんな状態で課長になってしまったら、ストレスがたまるし、心の病になる可能性
もある。そしてこういうケースでは正々堂々と評価しても卒業条件を満たしているこ
とも少なくない。ただ相対評価のため高い評価の人を出せば、誰かを下げなくては
ならない。その評価の低い人への「言い訳」として使われていることもある。何とし
てもこのインチキをしている上司を排除しないと組織が壊れてしまう。

後者の問題は単純である。まず不満者の意見を聞くことである。例えばそれが評
価方法に関すること（「なんで論文試験なのか」）の時は、「ではどういう基準にす
ればよいか」を聞く。そしてその案の方が人事部としてベターと思えば、それを検
討すればよい。私のセミナーでもよくその意見を聞くが、不満はあっても代替案は
ほとんどない。そして私は彼らにこう言う。

「人事部は誰か特定の人を幸せにしたいとは思っていない。能力ランクに基づい
て公平にやるにはどうしたらよいかをいつも考えている」

評価基準（合否のライン）、評価者はすべてオープンにする。隠す理由が見当た
らない。隠さなくてはならないようなものは、オープンにしても恥ずかしくないものに
変えるしかない。評価プロセスについては本人に関することは対象者には説明す
る。これをやらないと159ページの個人情報保護法からいっても問題である。

それでも不合格者の不満は残る。それはシステムに関することではなく、「結果」
に関することである。これは消えないが評価プロセスを説明することで「どうすれば
合格するか」を話し合える。378ページで述べる人事評価オペレーションのセオリー
である。



（ⅱ）キャリアチェンジ
これは2つしかない。スペシャリスト→リーダー、リーダー→スペシャリストである。

前者については368ページの図であればP5条件は満たしているのでM1条件の評
価を受けることになる。後者についてはチームマネジャーをやっていて自分がマネ
ジメントに向いていないことを感じた時である。これは本人の意志（上司の意志で
はない）でキャリアチェンジは可能である。無論P5スペシャリストからのスタートで
ある。
（ⅲ）キャリアダウン

先ほどの図の複線キャリアアップの矢印が逆に向かうパターンである。これにつ
いては2つの方法がある。

１つは何度も述べたように45歳、50歳、55歳といった形での能力ランクの定期健
診である。このパワーダウンによりキャリアダウンすることも当然あり得る。



もう１つはいわゆる役職定年であり、ここではキャリア定年と表現される。リーダ
ーキャリアなどマネジメントのキャリアについてはキャリアダウンが通常の人事評
価では起きないことを考えると、そして60歳定年（それが65歳になっても）を考える
とやらざるを得ない。つまりキャリアの能力ランクに定年を設けることである。この
年齢に到達して次のキャリア、つまり能力ランクがアップしないと「別のキャリア」に
移るというものである。しかし「別のキャリア」、つまりキャリアダウンの行き先を「プ
レイヤーキャリア」とするのは少し乱暴である。それは少しきつい言い方だがこの
後での能力アップを期待していない（期待できない）からである。そうなると能力ラ
ンクとは離れたものを作るしかない。名前としてはプロフェッショナルキャリア、マイ
スターキャリアといったものであろう。例えばリーダーキャリアの定年を55歳、ミド
ルマネジメントキャリアは57歳とするなら、リーダーキャリアで55歳を迎えると（ミド
ルマネジメントキャリアに行かないので）プロフェッショナルキャリアに移行するとい
うものである。プロフェッショナルキャリアはプレイヤーキャリアとほぼ同様である
が、能力給部分は固定（基本給は一定）、年功給すなわち退職金のルールは続行
、業績給はチーム貢献度となる。問題は残業代であるが、非組であったとしても、
払わなければコンプライアンス違反となると思う。もし残業代が不公平なら、マネジ
メントによってコントロール（定時退社ルール）することである。

一方、スペシャリストキャリアについては定年を設ける理由が見当たらない。定
期健診によるパワーダウン、それに伴いプロフェッショナルキャリアにキャリアダウ
ンとなることもある。

プロフェッショナルキャリアはプレイヤーキャリアの特別枠であり、チームマネジャ
ー以上のポストに就くことはできない。



④継続雇用キャリア
「60歳以上の定年、65歳までの継続雇用」というハードロー化により生まれるキャ

リアである。そして多くの場合、60歳定年のままで65歳までをシニア、嘱託といった
名前で継続雇用としている。さらには70歳までの継続雇用のソフトローの要請が
あり、このハードロー化も予想される。

多くの企業はこのシニアに悩みを抱えている。当初設計していなかったシニアの
仕事割当、ポジショニングだけでなく、シニアのモチベーション（これは給与ダウン
よりもまわりの目の冷たさが原因の事が多い）、そしてまわり、特にシニアの直属
の上司であるロワーマネジャーのやりづらさである。「昨日までの上司が今日から
部下」では確かにつらいものがある。これについては以下のようなことをワーキン
グ・イノベーションでは提案する。
・定年という年齢制限がある限り、働く上では年齢を意識せざるを得ない。この「意
識」を仕事以外では何度も述べた「長幼の序」を重んじることである。チームのイベ
ントがあれば挨拶などをマネジャーではなく最年長が行う。そしてまわりが気を遣う
ことである。そのバックボーンは「いずれ自分もなるのだから」である。昔は若い人
に「いずれ課長になるから、上司のわがままはがまんしろ」と言っていたが、今は「
いずれ自分も継続雇用となるのだから、気を遣いなさい」ということである。



・継続雇用の位置づけとしては先ほどのプロフェッショナルキャリアの1パターンと
とらえる。そしてシニア、嘱託といった名前によるハラスメント（差別）をやめる。
・継続雇用はその契約スタイルをはっきりと設計する。具体的には労働契約という
よりも委任契約に近いスタイル（いつでも解任できる委任契約ではなく、労働契約
ではあるが）を採る。上司が部下に指揮命令するのが労働契約であるが、ここで
は組織として継続雇用者に「仕事を委任する」という形とする。この委任した仕事
に対して約束した時間、品質を守った時に給与が支払われるというものである。だ
から仕事の難易度（ジョブグレード）によって給与が決まる。つまり職務給のみとす
る。継続雇用者はチームに属するが、チームマネジャーはこの人の仕事が約束ど
おり遂行されるかをチェックするだけのマネジメントとなる。したがって人事評価で
はなく、マイルストーン（仕事のチェックポイント）ごとの打ち合わせである。これに
よって「若きチームマネジャーが昨日までの上司の継続雇用者を部下として使う」
という無謀なチャレンジを避ける。
⑤ポストポジショニング

キャリア内でのポスト（チームマネジャー、グループ長）のポジショニングは部門
長ポストを除き、経営者（経営スタッフ）から部門長へ権限委譲される。ただ権限委
譲なのでポストポジショニングを実行するために、経営者（経営スタッフ）にその計
画（誰を当てるか）を出し、承認を得なくてはならない。そしてキャリアルールを越え
てのポストポジショニングはできない（プレイヤーキャリアの人をチームマネジャー
にすることはできない）。部門長のポストポジショニングは経営者にて決定する。



４．人事評価システム

人事評価システムはすでに設計している給与システム、キャリアシステムに基づ
いて（というよりもこの2つのシステムを遂行するには人事評価という仕事が必要な
のでニーズに基づいて）、設計していけばよい。そしてやや使い方、位置づけは変
わっても、これまでの人事評価システムの骨格は変える必要はないことが多い。

私はセミナーで10,000人を超える人に、自社の人事評価についてディスカッショ
ンしてもらった。そこで挙がった問題点はそれほど本質的なものではなく、人事評
価システムの多少の変更、さらにはシステムではなくオペレーション（実際に人事
評価という仕事をシステムに基づいてやること）で解決できるものも多い。

ここではセミナーで挙がった人事評価に関する現場サイド（人事部ではなく）の意
見をまず挙げ、その解決策を考えていく。そのうえでこのことを考慮して、これまで
の給与システム、キャリアシステムと整合性のある人事評価システムの骨格を示
したい。

４．人事評価システム



（１）現在の人事評価に対して挙がる意見
人事評価について挙がる意見はほとんど問題点であり、かつその挙がる問題点

はどこの会社でやってもほとんど同じものである。この問題点が挙がる回数が多
い順に列挙すると次のようになる。
①人事評価結果の説明について

多くの企業は評価者（上司）が被評価者（部下）に評価プロセス、評価結果の説
明をするルールとなっている（前述のようにフィードバックと表現することが多い）。
しかし評価者からの意見は「部下への説明が難しい」であり、被評価者からは「フィ
ードバックがない」というルール違反の声もよく挙がる。ここでは相対評価、2次評
価といったシステムに起因する面もあるが（これについては後述する）、基本的に
は評価者が行う人事評価という仕事のオペレーションの問題である（はっきり言え
ば、この仕事が下手なのである）。

これには次のようなことをセミナーなどを開いて評価者へ教育する。

（１）現在の人
事評価に対して
挙がる意見



（ⅰ）人事評価はマネジメントの最大の仕事
人事評価は誰が中心となってやるかである。これはその被評価者に仕事を指揮

命令し、例外処理を担っている上司（マネジャー）が最適である。そして上司のやる
人事評価という仕事によって部下（被評価者）の人生（キャリア、給与）が決まると
いっても過言ではない。だからマネジャーにとって人事評価は最大の仕事である。
ある仕事をやった時のチェックという後始末のような作業ではなく、本来のマネジメ
ントの仕事であり、もっとも難しく、もっとも大切な仕事である。

まずこれを組織全体で認識することである。組織としてはマネジャーに人事評価
という仕事を指揮命令するのだから、当然のようにこの仕事を評価しなくてはならな
い。評価者（例えばチームマネジャー）とその上司（グループ長、部門長）は権限委
譲関係が原則なので、チームマネジャーは自らが作る期間計画の中に「人事評価
をどうやってやるか」を入れ、自らの目標管理に人事評価という項目を入れ、評価
基準を作り（被評価者の合意を得る）、これによってマネジャーも上司の評価を受け
るのが当然である。人事評価は評価者と被評価者の協同の仕事である。そして被
評価者はこれによって自らの給与、キャリアに影響を与えることになる。だから当然
のこととして評価者も自らのキャリア、給与に影響を受けるべきである。

そして人事評価という仕事においてもっとも難しいのがフィードバックという局面で
ある。この難しいフィードバックという仕事をやるのはマネジメント能力の高い人し
かない。つまり368ページのM1へのキャリアアップのための最大の能力条件であり
、場合によってはキャリアップする前に人事部がロールプレイングなどでチェックす
ることである。こうなると評価者セミナーは評価者になる前にやり（なってしまった人
にはすぐにやり）、その能力評価を受け、できる人がやるべきである。



（ⅱ）PDCA
マネジメントの基本はPDCA（PLAN－DO－CHECK－ACTION）であり、人事評価

という難しい仕事ほどこの基本に忠実にやることである。
人事評価マネジメントではPLANが最大のポイントである。つまり期初がマネジャ

ーにとって勝負である。ここでは被評価者に対して人事評価システムというルール
を説明し、合意してもらう。これは組織としてのルールだから合意してもらうしかな
い。どういう評価基準で、どういうプロセスで評価していくかを説明する。後述する
相対評価や2次評価もここで説明する。

DO段階では、定期的に（1か月に１回程度）評価について部下と面接する。つま
り進捗確認である。

期末にはまずCHECKを行う。ここでは上司、部下がともに評価を行う（目標管理
を入れている企業では今でもそういうルールを採っていると思う）。まずは部下自
身の人事評価結果を聞く。これと上司のものが合えば終了であるが、一般的には
合うことはまずない。次に部下にその評価をした「根拠」（事実）を聞いて（「顧客に
提案書を出して評価する」という項目ならどんな提案書を出したか）、自らが持って
いる事実との整合を行う。事実確認によって部下の評価が変わるかもしれない（場
合によっては上司の評価も変わるかもしれない）。これで自らの評価と部下の評価
が異なるなら上司の評価を伝える。人事評価は意見である。つまりシステム（ルー
ル）、評価対象が同じでも評価者によって評価結果は異なる。だから意見である。
意見秩序は上司が高い（これもPLAN段階で部下に確認しておく）。したがって評価
者の評価が最終結果である。ここまでがCHECKである。



次にACTIONを行う。例えばS、A、B、C、Dという5段階評価で、上司がBと評価し
、部下がAと評価している時、「どうすればAになったか」を2人で話し合うことである
。そして終わってしまったことは仕方がないので、来期はどう行動、どう能力アップ
していけばSになるかを話し合い、これを来期の目標設定とする。
（ⅲ）能力評価

「業績評価のように数字になりやすいものはよいが、能力のように数字化が難し
いものはその説明が難しい」という意見が多い。ここで大切なのはマネジャーは「
難しくてもやるしかない」ということである。そして「自分にはできない」と思ったら最
初から「そんな仕事は受けない」ことである。評価者セミナーなどで「やれる自信」
を持ってからやることである。そうでないと部下がかわいそうである。

この能力評価では2つの点を評価者が理解する。1つは「評価」という言葉の意味
である。評価という言葉は辞書によれば「価値を判断して決める」「価値を認めるこ
と」と書いてある。つまり能力評価で言えば「この人の能力（価値）を算定する」「こ
の人の能力（価値）を認める」という意味である。一方昔使っていた査定、考課とい
う言葉がある。辞書には「査定」とは「金額、等級を決めること」、「考課」とは「成績
を調査して報告すること」と書いてある。査定、考課ではなく能力評価なのだから、
被評価者の「能力という価値を見つけ、その能力を認める」ことをよく理解する。



2つ目は「その人の能力のすべてを評価しているわけではない」ということである
。そう思っていないと「能力が低い」という評価を付けられない。能力評価は期初に
合意した目標管理の項目に則って、期初に約束したやり方でやるということである
。つまり「目標管理の項目に関する能力」しか(・・)評価していない。しかも前述のよ
うに「本人が持っている能力」を評価しているのではなく、「特定の仕事において顕
在化している能力」を評価している。そしてCHECKとACTIONである。つまり終わっ
てしまった評価結果を考えても仕方がない。これからどうやって持っている能力を
仕事に出していくか、そしてこれからどうやって能力を上げるか、つまり次章で述
べる人材育成と結び付けていくことである。



②相対評価と2次評価
絶対評価とは評価者と被評価者の1対1の関係で人事評価がクローズしているも

のである。つまり他人の評価結果の影響を受けない。
一方、相対評価とは他人の評価の影響を受けるものである。各グループや部門

内（これを母集団と表現する）で平均値を一定にするもの（100点を平均とした場合
、120点を付ければ80点が必要となる）や正規分布5段階法（5段階にしてSを7％、
Aを24％、Bを38％、Cを24％、Dを7％とするもの）、これにA＋、B＋などを加えた7
段階法などもよく使われる。

人事評価の結果を給与分配に使うこと、給与分配が一定のルールに基づいて決
まる（基本給に能力ランクを使う）ことを考えると、最終的には相対評価とならざる
を得ない。皆がSとなってしまって能力ランクを上げ、給与を上げていくと345ページ
の給与分配率をコントロールすることができなくなる。ただ母数（母集団の数）の少
ない段階（たとえば末端のチーム）で相対評価をやると、他人の評価の影響が大
きすぎる。そこで末端の人事評価、つまりロワーマネジャー（本書のチームマネジ
ャー）とプレイヤーの間は絶対評価とする（これを1次評価という）。そして母数を大
きくしてから（グループ、部門など）、相対評価にする。つまりロワーマネジャーの人
事評価結果を変える（2次評価という）。これによって1次評価における絶対評価の
問題点、つまり評価者によるバイアスを取る。すなわち評価者の違いによる不公
平感を取る。

そしてこの方式を採っている企業（採っている企業がほとんどだが）のセミナーで
は、ディスカッションで評価者、被評価者から次のような意見が挙がっている。



（ⅰ）「自らの評価を2次評価で変えられてしまい、部下に説明できない」
（ⅱ）「2次評価は部長の声の大きさで決まる」
（ⅲ）「母数が小さい部門は相対評価にフィットしていない」

これについて私はセミナーで次のようにコメントしている。
（ⅰ）についてはまずは1次評価者が被評価者に、この1次評価（絶対評価）、2次

評価（相対評価）の仕組を人事評価をやる前に説明しておくことである。そしてこれ
は組織が決めたルールであることに合意してもらい（というよりももっと良い評価方
法を被評価者が思いつくはずがない）、そのうえで1次評価者は2次評価者のフィ
ードバック説明を受けることである。そして「なぜそうなったか」に納得することであ
る。

（ⅱ）は事業部門内で2次評価を採る時、グループ長（今の部長など）の意見を参
考に部門長が決める場合によく出る意見である。「声の大きい部長が良い評価を
取っている」と言い張っている（とても事実とは思えないが）。これは2次評価で下げ
てられしまった1次評価者のロワーマネジャーがプレイヤーに言い訳しているとい
うケースが多いと思う。ここで大切なことは、1次評価をやる前から2次評価という
ルールに合意し、かつ2次評価者も「仕事」としてやっていることである（この2次評
価者を経営者が人事評価する仕組もほしい）。これを被評価者、1次評価者が理
解することである。そして1次評価者は「部下の評価点を下げられた」のなら、自ら
のマネジメント力（人事評価をする仕事能力）に問題があったことを自省すべきで
ある。



（ⅲ）も多くの企業で出るもので、これはこの意見が妥当だと思う。企業内で母数を
小さくして相対評価をやるのは不公平である。特にワーキング・イノベーションのよ
うに職種を越えてチームを作るのであれば、ラインは今より母数を大きくしていくべ
きである。そしてスタッフも（この問題はスタッフで挙がることが多い）職種を越えて
大きな母数で、相対評価すべきである。母数を大きくすることのデメリットは2次評
価者の公平性（目が行き渡らない）と2次評価のオペレーションが大変なことである
。これはITなどの採用によりクリアしていくべきであろう。つまりイノベーションのベ
クトルは「今よりも母数を大きくする」である。



③目標設定
次に挙がるのが目標設定に関することである。これは業績目標と能力目標のそ

れぞれについて意見が出る。
（ⅰ）業績目標

ほとんどの企業で業績目標評価は目標達成度による絶対評価である。ここでの
意見はほとんどが「目標が上から落ちてくるので部下の合意が得られない」として
いる。これについてはワーキング・イノベーションでは前述のように権限委譲を用
いる。つまり自らで計画を作り、そこに目標を入れ、これを互いに合意できたらマネ
ジメントを担うというものである。そしてロワーマネジャーはこの業績評価には携わ
らず、上位マネジャーが直接行う。逆に言えば指揮命令下に入るプレイヤーには（
権限委譲していれば別だが）業績目標は持たせないということである。

この計画における目標はノルマ（上から落ちる）ではなく予測（自ら考える）である
。予測は過去のデータに対して特定の「予測のやり方」を使って「予測値」を出すも
のである。この結果としての「予測値」を話し合うのではなく、「予測のやり方」とい
うプロセスを話し合う。例えば前期までの数字で来期の数字（売上、費用、その結
果としての利益）を予測する時には、前期と来期の異なる点をパラメータとして投
入し（顧客の変化、商品の変化･･･）、「統計という手法」を使って出すというもので
ある。上司と話すべきはこのパラメータであり、チームとしての戦術（価格設定、顧
客へのアプローチの仕方、商品提案、コストダウン･･･）によるシミュレーションであ
る。つまり戦術を合意し、パラメータを合意することで予測値を決定するというもの
である。（詳しくは拙著「予測の技術」を参照して欲しい）。



だからワーキング･イノベーションではこの予測ができることを人事評価者、すな
わちチームマネジャー（リーダー職）の必要条件に入れることである。すなわち368
ページのM1の能力評価の大切な条件とする。私のクライアント企業ではこの「予
測」についてe－ラーニングでノウハウを取得することをM1の条件としている。

確かに経営者として株主に約束した目標はある。しかしもし達成しないのなら早
く知りたい（終わって結果が出てからではなく）。そして「目標によって結果は変わら
ない」（どんな目標でも結果は同じ）という仮説を持つ。とても達成できないような高
い目標を持って、無理をすれば東芝のように会社をつぶしてしまう。目標は結果を
予測するものである。そしてこれをやるベストな人は第一線にいるチームマネジャ
ーである。そしてこの目標達成度がチームマネジャーの人事評価の「ものさし」に
なるなら、目標の“フェアさ”が大切である。“フェアさ”はどう考えても先ほどの予測
（パラメータが同じなら誰がやっても結果は同じ＝ITでできる）以外にない。
（ⅱ）能力目標

能力目標についての意見は「その設定が数字化できず難しい」というものがほと
んどである。後は相対評価に起因するものである（これは1次評価を絶対評価とす
ることで解決される）。

この「難しさ」には前述のように答えは1つしかない。「難しくてもやるしかない」。
そして評価結果を給与分配に使うのであるから、これを数値化（点数、5段階･･･）
するしかない。自らが難しいのなら例外処理として評価者の上司のサポートを受け
るしかない。上司もできないのならマネジメントスタッフなどから評価者セミナーと
いった形でサポートを受けるしかない。



④中心化傾向
この意見はほとんど評価者側から出るものである。「“極端に悪い、極端に良い”

は付けづらい。どうしても“普通”あたりに寄ってしまう。」
これは1次評価を相対評価でやっていることにより生まれるものである。前述のよ

うに1次評価は絶対評価とすることである。絶対評価であれば自分が思い通り（自
らの意見で）に付けることができる。

絶対評価でも上のような「付けづらい」という感情は生まれる。それは「すごく悪い
」と思っても被評価者が評価結果を見た時の気持ちを考えるのだと思う。これにつ
いては前述のように自らの仕事（自分もこの仕事で評価される）として、人事評価
のプロフェッショナルとして（この人事評価という仕事で給与をもらっている）自分の
意見に忠実に付け（この意見を出す力が評価されてマネジャーになったのだから）
、その後はPDCAのACTION（どうすれば評価が良くなるか）で対応する。



⑤多面評価
多面評価とは「上司が評価者、部下が被評価者」という1対１だけでなく、1人の被

評価者に対して複数の評価者を持つことをいう。この評価者を増やしていくと360度
評価ともいう。この多面評価の代表が「部下が評価者、上司が被評価者」という逆
転のスタイルを採るものである。

私のやっているセミナーでは他社の事例を挙げてから、自社の人事評価について
考えるのだが、この事例に多面評価が入っている。

この多面評価（部下が上司を評価）については、部下側は「やった方がよい」とい
う意見が出るが、上司側は意見がほとんど出ない（やってほしくないが、言い出しづ
らいようである）。
多面評価の目的は「評価者のバイアスを取る」ということであろう。しかし「部下が上
司を評価し、上司の上司がそれを参考に上司の人事評価をやる」というスタイルが
果たして有効、つまりバイアスを取るのだろうか？
「上司は部下の人事評価をプロの仕事としてフェアにやる」という人事戦略ベクトル
を持っている。これを守るなら、部下もプロとして上司の人事評価をやらないと不公
平である。しかし部下が人事評価のプロになるなんてあり得ない。
結論は上司の人事評価のバイアスは上司の上司がこれを人事評価するしかない。



これが2次評価のもう1つの目的である。つまり「評価者が公正で公平な人事評
価をやっているか」を「評価者の上司が評価する」というものであり、「部下の評価
を下手にやると自分の評価も下がる」というものである。そしてこれが377ページの
ようなルール違反、評価者の上手・下手による不公平を取ることになる。
多面評価をするのなら、評価ではなくコントロールの一環として行うべきである。つ
まり上司の人事評価のルール違反（「フィードバックをやらない」など）を見つけると
いうもので、評価ではなく「人事評価に関するアンケート」といったものであろう。



（２）人事評価システムのベクトル
人事評価システムについては、前述のように現在のシステムをイノベーションす

るというよりも、給与システムとキャリアシステムのベクトルに基づいて組み立て直
すというスタイルである。前述のようにセミナーでもシステムそのものに対する不満
は相対評価以外はほとんどない。
①プレイヤーキャリア、スペシャリストキャリア
（ⅰ）業績評価→貢献度評価

業績評価については何度も述べているとおり個人業績としては行わない。業績
評価は前述のとおり権限委譲に対する計画作成が前提である。プレイヤーの目標
はチーム業績である。つまり「チーム業績が目標達成するか」しかない。

個人としてはこのチーム業績への「貢献度」を評価対象として目標管理にて行う
。これを業績評価といわず貢献度評価と呼ぶ。企業によってプロセス評価、行動
評価という表現を採ることも多いが、その目的を考えると「貢献度評価」という表現
が妥当だと思う。行動評価、プロセス評価は「行動」「プロセス」を見るのだろうが、
そこで何を評価するのかあいまいである。チーム貢献度であれば貢献度評価、能
力であれば能力評価というべきである。

これはすでに目標管理としてやっていることも多いので、目的をはっきりさせて使
っていくことである。

（２）人事評価システ
ムのベクトル



ただし、営業や顧客サービスのようにチームではなく基本的に1人でクローズされ
た仕事をやり、かつその結果が定型化している時（例えば、受注額、顧客満足度
調査結果のような形で）は個人業績を入れても問題ない。ただこれも他職種との
関係で個人業績としてとらえるのではなく、「チーム業績への貢献度」ととらえる。し
たがってこの場合でも個人業績だけでなく、「先輩として後輩に同行して仕事をし
た」といったことも評価対象とする。
（ⅱ）能力評価

これは設計された能力ランクに基づいて、「能力が上がったこと」を示す目標を期
初に設定し、これを期末に目標管理にて評価する。これについては従来のやり方
とあまり変わらない企業が多いと思うが、そのオペレーションを前述のようにイノベ
ーションしていく。

ここではスペシャリストが被評価者でチームマネジャーが評価者となり、プレイヤ
ー能力はスペシャリストの方がチームマネジャーよりも高いというシーンが生まれ
てくる。ただこれも心配する必要はない。チームマネジャーがプロの評価者として（
アマチュアなら評価者セミナーなどでこういうケースではどうやるかを学んでおく）
人事評価システムに基づいて他の人と同様にオペレーションすればよい。プロ野
球の選手をプレイ能力の低いプロのスコアラーが評価するのと同じである。



②マネジメントキャリア
（ⅰ）業績評価

プレイヤーキャリア（貢献度評価）より給与への影響が大きくなる。そしてチーム
マネジャー→グループ長→部門長の順に大きくなっていく。業績評価の“ものさし”
は権限委譲の計画で約束した目標である。つまり目標が合意されれば機械的に
評価できる。
（ⅱ）能力評価

マネジメントに関する能力を能力ランクをものさしとして評価する。そして業績評
価とは逆にプレイヤーキャリアよりもその給与への影響は小さくなる（業績連動度
を高くしていく）。これも目標管理に従う。その項目はマネジメントの各要素であり、
ポジショニング、例外処理、人事評価、人材育成といったものが大項目である。
③経営キャリア

全社業績の評価のみである。
④プロフェッショナルキャリア＆継続雇用キャリア

これは前述のとおり「やった仕事の評価」だけである。評価の項目は目標管理に
て確定する。約束した仕事を約束した時間で、約束した品質でやったかどうかをチ
ームマネジャーが評価、というよりもチェックする。



５．コントロールシステム

一般にコントロールとは設計された水準と異なるものが現れても、これを水準以
内に戻すことをいう。人事システムにおけるコントロールシステムとは組織のフェア
さ（公正さ、公平さ）という水準を保つために、水準を越える、越えそうな事象（＝ト
ラブル、リスク）を見つけ、これを水準内におさえる仕組を社内に作ることをいう。
329ページで述べた内部統制とほぼ同意である。そして今、そのリスクは高まって
いる。

ここで大切なことは、組織のコントロールを強化するために経営者がこのコントロ
ールシステムを持つことを意思決定することである。性善説とか性悪説とか言って
いる場合ではなく、組織を崩壊するリスクが高まっていることを直視することである
。それは東芝、三菱自動車のような完全崩壊だけでなく、和民、電通のようにトラ
ブルが企業のビジネスモデルを崩壊してしまうリスクを持っている。
コントロールシステムには何となく「従業員を取り締る」というイメージが強く、今１
つ踏み込めない経営者もいるが、「会社を守る＝従業員を守る」ためのものと理解
すべきである。東芝でも三菱自動車でも、そして電通でも「もう少し早く内部で発見
できていればここまでのダメージを受けなかったのに」ということは外から見ていれ
ば誰でも感じることである。

５．コントロー
ルシステム



（１）コントロールシステムの基本
これまでも述べてきたが、コントロールシステムは次の3つのことを行うこと以外、

人類は思いついていない。
①ルールの徹底

コントロールシステムの基本は組織の代表者である経営者が社会ルール、社内
ルールをメンバーに知らせる（教える）ことである。

第1章の労働法を読んでどう感じただろか。私がやっている管理職向けセミナー
ではこの労働法をやると「シーン」となってしまう。特に“かとく”の実際の摘発シー
ンのビデオなどを見ると「サービス残業は違法だったのか。刑事罰があり、他の犯
罪と同じように摘発されていくのか。この犯罪はロワーマネジャーにまで及ぶのか
」と思う。

自らが犯罪を犯していることを知り、背筋を凍らせる。そして言い訳（上司のせい
にする･･･）できない犯罪であることを知る。

私は彼らにこう言う。「ルールを知らないでやるのはバカ。ルールを知ってやるの
は反社会的勢力（やくざ）。そしてルールを知らせないのは経営者としての怠慢で
ある。」

（１）コン
トロールシ
ステムの基
本



②ルール違反の発見
ルール違反は、犯したその人にとって何らかのメリットをもたらすことが多い。そ

してそこには「ルールを違反したって、見つからないかもしれない」という気持ちが
生まれてくる。経営者は従業員のこの気持ちを取り払ってあげる。つまり経営者は
仕事としてルール違反を見つける努力をすることである。どんなにカネがかかって
も、業績が落ちようとも、「やれることは全部やる」という姿勢を従業員に見せ、「ル
ール違反をやれば必ず見つかる」という気持ちを持たせて(・・・・)あげる(・・・)ことで
ある。
③罰

「ルール違反に対しては厳罰を処す」というルールを作り、社内に徹底し、以降の
ルール違反に対してはそのとおり厳罰に処すという姿を見せることである。

社会において「酒気帯び運転を厳しく罰する」と決めたらその通りやり、「酒を飲
んで運転したい」という欲望を断ち切ったのと同じである。かつてそれをやっていて
逃れた人がいても、“かつて”とはルールが違う。

それでもルール違反をやるなら、これは犯罪者である。犯罪者は見つからないよ
うにやる。見つけようと思っても見つからないかもしれない。だから犯罪者に対して
は何をやっても「いかんともしがたい」のかもしれない。
しかしコントロールはその犯罪者を捕まえるためにやるのではない。「皆がやって
いるから」「これくらいのことであれば」という従業員の気持ちを断ち切ってあげるこ
とが目的であり、従業員への愛である。犯罪者への憎しみについては、警察がや
るべき仕事である。



（２）コントロールの仕組
以上の3つのテーマについてこれを仕事としてやる人を組織に作る。これがここ

でいうコントロールシステムである。
①ルール担当

ルール担当には2つの仕事がある。1つはルールを作ることである。ルールのベ
ースは当然「法」であるが、この法を犯す「一歩手前の行動」を禁じるルールを作る
ことである。そしてこのルール違反にどういう罰を与えるかをルール化する。

例えば違法残業をなくすために「19時になったら電気を消す」「もし違反して仕事
をしていたら、本人とともに上司にペナルティを課す」といったものである。現場が
働きにくくなっても、あるいは業績を落とすことになっても、さらには顧客からのクレ
ーム（19時以降電話に出ない）があっても、それでもリスク（違法残業）の発生確率
が高いのであれば、経営者了解のもとルール化する。

ある会社は業者からのキックバック（金額を上乗せして発注し、この受注者から
カネを受け取る）防止のため、取引先に対して自社の従業員を接待する時には必
ず報告書を提出するように義務付けた。あわせて自社の従業員が接待を受けたら
、被接待報告書を提出することを義務付け、もし提出しないとペナルティ（降格）を
課すこととした。そしてもしこれを怠った取引先は有無を言わさず取引中止にする
とした。

つまりルールは3つに分けられることになる。法、社内ルール、ルール違反のペ
ナルティである。

（２）コントロー
ルの仕組



さらにもう１つ対象となるものがある。それは不公平、ハラスメントに関することで
ある。これは「それをやってはいけない」とルールを作ってもあまり意味がない。「
パワハラ、セクハラは禁止」「人事評価で部下を差別しない」といったことを言って
も仕方がない。これについては具体的な行動に落としていくことである。「男性と女
性の呼び方を変えない（男性は呼び捨て、女性はさんづけ、ちゃんづけ）」「上司と
特定の部下だけで飲みに行くのはやめる」「上司は部下に対してプライベートな情
報は聞かない」というものである。無論、これに罰則を作ることはない。これは「そう
いう行動をしない、させない」ということよりも、こういう行動が持っている問題点を
考えさせることである。

ルール担当のもう1つの仕事はルールを組織に伝えることである。これについて
は教育というスタイルを採るのが妥当である。法を含めたルール、その背景、社内
ルールの理由、実際に起きたルール違反とそれに対するペナルティなどを伝え、
何らかの形でそれを理解したことをテストする（特に「法」ではその意味を中心に）。
本来このルール徹底はマネジメントの仕事である（経営の仕事でも、プレイヤーの
仕事でもないので）。したがってこのルール教育のターゲットはマネジメント層であ
る。ここからプレイヤーに徹底させる。私のクライアント企業ではこれを「セミナー＋
e－ラーニング」で行い、e－ラーニングには修了条件（70点以上合格）を設けてい
る。

このルール担当のスタッフは、コンプライアンス室など独立した組織として、トップ
が直接見る（そのマネジャーを部下として）のが一般的である。



②ルール違反発見担当
これも329ページで述べた内部監査室といった形でトップ直属の組織とすること

が必要である。そしてこのコントロールシステムを担当している人は他の仕事はで
きない。他の仕事は当然内部監査室の監査対象であり、問題がある。この内部監
査室の位置付けはトップ配下であるので監査役とは一線を画す。監査役は法的に
は取締役などの経営者を株主に代わって監査するものである。この内部監査室は
経営機能と考えられるので監査役による監査の対象である。監査の基本は監査
部門と被監査部門が独立していることである。したがって監査役と内部監査室の
連携はとるべきではない。監査役は独立した立場でこのコントロールシステムの正
当性（ルールが妥当か）と準拠性（ルールどおりやっているか）を監査する。

内部監査室の監査ツールは2つである。1つは抜き打ち監査である。ルール違反
を発見するのに定期監査はそぐわない。社長名で監査実施を通告し、当該部署の
長はこれに従う。

2つ目はこの抜き打ち監査の対象を選ぶものである。これは前述の目安箱のよう
なもので、ルール違反を通告してもらうことである。通告者は記名でも無記名でも
構わないが、通報者には絶対ダメージがないことを保証しなくてはならない。これ
は3つある。1つは仮に通報者がそのルール違反に加担させられていても（上司の
命令）、罰を逃れることができる（免責）。2つ目は通告によってルール違反者から
の被害を受けないことである。例えば上司の不正について報告しても、その上司
からダメージを絶対に受けないことを保証するものである。



そのためにはもう1つの保証が必要である。それは通報内容が事実に反していて
も通報者はダメージを受けないことである。不確かな情報による監査コストよりも
不正を見逃すリスクの方が大きいと考える。

さらには通報した相手が何らかの形で通報者を知ろうとすること、仮に知ってしま
った時に何らかの行動をとることを禁止し（やればペナルティを課し）、通報者はど
んな情報であってもペナルティを受けることはないようにする。

不正については誰でも通報でき、かつそれが真実でなくてもその対象者からダメ
ージを受けないことを保証する必要がある。

この目安箱はその主旨から言って、社内Web（無論セキュリティ機能を持ち、通
報しても内部監査室しか見えない）と文書（通報者を特定しにくい）の両方を認める
べきである。これによってルール違反者に「やれば見つかる」という思いを持たせ
ることである。



そして内部監査室とともにもう1つのルール違反発見担当が282ページで述べた
労働組合である。労組がマネジメント－プレイヤーという上下関係の中で起こる主
に労働法、および社内ルールの違反者を発見するという役割を担うことである。

労働組合は通報を待つのではなく、組合員との定期会合やヒアリング（組合なら
話しやすい）によりルール違反を発見する。そしてこの労働組合の役割を、マネジ
メント（使用者）が阻害するあらゆる行為が不当労働行為という犯罪だということを
マネジメント層に徹底する。今や労働組合の役割は賃金闘争（これは付加価値分
配で決着）、労使協定（三六協定も実質的な法コントロールへ向かっている）では
なく、ハラスメントおよび人事評価のルール違反の発見などをしていくことであり、「
組合員の“ワーク”をマネジメントの不正、不公平から守る」ということがその大切
な仕事といえる。
③懲罰担当

これは内部監査室などからの報告で経営者がその罰決定を担当する。トップ1人
というのも問題であるので、このトップの行動を監査する監査役、事実確認のため
に当該部門の責任者、出身者などから成る懲罰委員会しかない。そしてここでは「
トップがルール通り罰を課す」というのが原則である。

また法違反などの重大なものは発生の度だが、社内ルール違反、行動基準違
反などは月1回程度の開催日を決めて審査するのが普通であろう。



第３章
人材育成システムイノベーション

第3章 人材育成シス
テムイノベーション

ワーキング・イノベーションの最後は人材育成であり、未来の組織を創っていく
ものである。そしてこれがワーキング・イノベーションの究極の目的である。つま
り会社を「人を育てる場」「従業員が働きながら学習する場」とすることである。



１．フレームワーク

人材育成システムを考える上でのフレームワークは以下のようなものである。

（１）能力主義
人材育成は従業員の能力を上げること自体が目的であり、業績を上げるための

手段ではない。従業員ガバナンスの会社においては、従業員は誰かに仕事をやら
されているのではなく、組織全体としてやりたい仕事をやるために協働している。

従業員は組織で担当する仕事を“できる”ようにならなくてはならない。さらには「
プロとして高度な仕事ができるようになりたい」という意欲を持っているという仮説
を持つ。そのために組織の意思というよりも、従業員の意思として能力を上げたい
と思っている。

１．フレ
ームワー
ク （１
）能力主
義



人材育成は企業目的である。言い方を変えれば理念である。つまり「なぜ人材育
成するのか」という問いに対する答えは持っていない。よく「会社は仕事をして結果
を出す場で、学び教える学校ではない」という人がいるが、それは道理ではなく、そ
の考えも1つの理念である。「会社は仕事をやるだけでなく、学ぶ場である」という
のも理念であり、ワーキング・イノベーションではこちらを採用する。もっと言えば「
仕事をやることによってカネを得ること」よりも、「そのベースとなる能力を上げるこ
との方が大切である」という理念を持つ。それが能力主義である。
能力主義を採るのであれば、企業理念、経営理念などに「会社は人材育成が目的
」という主旨のことを書いて、社会に訴え、その理念に合意する人が働き、そして
合意した株主がカネを出すようにしていく。

人材育成についてもう1つ話題に挙がることがある。退職との関係である。「せっ
かく教育したのに退職してしまう」というものである。自己都合退職はその理由が2
つ分かれる。「今の仕事が嫌で、今の仕事をやりたくなくて辞める」と「今よりも自分
の能力に合った仕事が見つかった」というものである。前者についてはこれを理由
に「教育をやめる」というのは問題外である。後者については当然のことながら教
育を受け能力が上がっても辞めない人もいる。辞める人がいることで、辞めない人
にも教育をやめてしまうことはあり得ない。



辞める人に対して組織としてなすべきことは、能力と仕事のマッチングを考えるこ
と（191ページのキャリア・カウンセリング）であり、それでも辞めるのであれば仕方
がない。もし組織が教育することで従業員の能力が上がり、その組織にない新し
い仕事をできると本人が考えたのなら、その仕事が自社内でできないかを考える。
それができないなら「自分にぴったり合った仕事が見つかっておめでとう」と言って
去ってもらうしかない。教育は従業員から見れば学習であり、本人の能力向上自
体が目的である。

平等の原則から辞める人も辞めない人も公平にこの教育を受けることができる。
辞めないことを前提に教育するのは能力主義に反する。労働法的にも「辞めない
こと」は契約できない。従業員には辞める権利がある。「辞めたらどうするか」の契
約（「ビジネススクールの教育費を会社で負担し、もし辞めるなら本人が払う」とい
ったもの）は法的には有効といえば有効なのだろうが、従業員ガバナンスの会社
が、従業員に「辞めるならカネ返せ」というのは果たして残った従業員の共通の意
志だろうか？この経営者には、残った従業員がそれをどう見ているかを、そして会
社は誰のものかをよく考えてほしい。私は勤めていた企業を自己都合退職して、
全く新しい仕事をやっている。退職する前、会社からその時の仕事に関することで
はなく、海外での学習、資格試験の教育などさまざまな人材育成を受け、それが
今の仕事のベースとなっている。それなのに辞める時も、その後もこの会社とは良
好な関係を保っている。そして60歳を超えてから、この会社を定年退職した人たち
と平等にその会社のOB会に参加している。



（２）教育と学習
①教育の定義

人材育成を組織としてみれば「教育」であり、従業員側から見れば「学習」である
。教育に該当する英語には次のようなものがある。
・training

trainとは元々「人、動物をしつける」という意味であり、trainingは「訓練」というイメ
ージを持つ。このスタイルで教える人はトレーナーという。
・instruction

instructとは「知識、技術などを体系的に教える」という意味であり、このスタイル
で教える人はインストラクターであり、日本語では講師、教師がこれにあたる。 ・
coaching

coachは「馬車」が語源で「導く」という意味である。「指導」という表現がぴったり
である。日本語のコーチングは「プロフェッショナルな指導サービスを受けること、
そのテクニック」といった意味で使われている。このスタイルで教える人はコーチと
よばれる。

（２）
教育と
学習



・education
もともとは「引き出す」が語源であり、「個人の潜在能力を引き出す」という意味で

ある。日本語にはなく、担当する人の名称もない。
ワーキング・イノベーションでは教育にeducationを採用する。すなわち「従業員個

々の能力を引き出して、組織の仕事をプロとしてできるようにする」ということであ
る。ここでの主役は教える方ではなく、学習する方である。だから「訓練」（トレーニ
ング）でも、「体系的に教育」（インストラクション）でも「指導」（コーチ）でもない。学
習による従業員個々の能力アップがテーマであり、教育担当はトレーナーでも講
師でもコーチでもなく、学習サポーターである。つまり人材育成担当者は組織にお
ける学習者（従業員のうち特定の学習をしたいと思っている人。組織として特定の
学習をしてほしいと思っている人）に対してさまざまな教育サービスを提供する人
である。



②組織から見た人材育成
何度も述べているように、ワーキング・イノベーションではパートナーシップ型採

用を前提とする。つまり欧米におけるジョブ型採用という即戦力ではなく、組織の
仕事ができない人（もちろんできる人がいてもよい）が入ってくることが前提である
。したがって「特定の仕事をできるようにすること」が人材育成の第1テーマである。
これには2つのステップがある。第1ステップはどの仕事を担当させるかを決めるこ
とである。これは能力と仕事のマッチングであり、411ページで述べる新人教育の
ポイントである。第2ステップはその特定の仕事をできるようにすることである。これ
は何らかの形で仕事をやらせるしかない（やらせなくてはできるようにならない）。
これが414ページで述べるプレイヤー教育である。これは組織から個へ「やり方」と
いう情報を渡していくものであり、学習よりも教育としての側面が強い。

ワーキング・イノベーションではキャリアという概念を持つ。すなわち従業員は入
社してからずっと同じ仕事をやっていくのではなく、キャリアプランを立て次の仕事
を担っていく。そして今の仕事と次の仕事の間にタイムラグはない。そこに人材育
成の第2テーマがある。「今の仕事を担いつつ、次の仕事の準備をする」ということ
である。この人材育成は「自分がどんな仕事を次に担うのかを考え、そこに向かっ
て学習し、組織はこれを支援する」というスタイルである。したがって学習としての
側面が強い。



③個（従業員）から見た学習
従業員から見た学習は2つのパターンがある。「勤務時間内の学習」と「勤務時

間外の学習」である。つまり学習をワーク・ライフ・バランスで考えるということであ
る。

勤務時間内は仕事をして組織貢献している時間と、組織からの教育によって学
習している（EL：Education Learning 教育型学習）時間がある。ただこの2つは完
全には切り離されてはいない。

一方、勤務時間外は次の仕事に向けて学習している時間（SL：Self Learning：自
己型学習、従来の自己啓発）と完全なプライベートタイムに分かれる。サービス残
業は従業員の意思として「組織へ貢献しよう」というものであり、この時間を今の仕
事ではなく、次の仕事のための学習にあてることがSLである。

ELは今の仕事ができるようになる学習と、次の仕事ができるようになる学習（キ
ャリア学習）の2つが教育として提供される。ただしその時間配分は組織が行う。一
方SLは主にキャリア学習でプライベートタイムとの時間配分は自分で決める。



従業員は自分のキャリアを長期的に考え、そのための長期的な学習計画を立て
ていく必要がある。具体的には自らのキャリアニーズを考え、組織におけるキャリ
アパス、そのための教育サービスをキャリアサポート部門などに相談し、アドバイ
スを受け、長期的な学習計画（EL＆SL）を立てていく。

組織に貢献
今の仕事の

EL
次の仕事の
EL

プライベートタイム
次の仕事の
SL

〔勤務時間外〕〔勤務時間内〕

キャリア学習



④年齢とROI
（ⅰ）学習のROI

前述のように従業員は学習について、ROIによって「やるか、やらないか」を判断
しているという仮説を持つ。つまり学習にかける時間と学習によって得られるリター
ンを秤にかけている。

学習においては、加齢によってROIが大きく落ちていく。学習には記憶力、理解力
といった頭の柔らかさが求められるが、残念ながら年とともにこれが落ちていく。つ
まり同じ学習の成果を得ようとすると年とともにその時間（＝投資：I）がかかるよう
になる。一方「学習成果を使うというリターン（R）」は定年がある限り、年とともに減
っていく。

私がやったセミナーの中でもっとも汎用性が高いもの（多くの人が学習する）は会
社の仕組（コーポレートガバナンスなど）、アカウンティング＆ファイナンス（カネの
流れ）であるが、なぜかこれを経営者になる前やマネジャーあたりを対象としてや
ろうとする。そして受講者は受講後に口を揃えて言う。「もっと若い時にやっておけ
ばビジネス人生は変わった」。

ビジネスマンにとって必要な知識などはできるだけ早く学習することである。そう
すれば使える時間も長い。教育している私から見ても、悔しいことだが若い人の方
が飲み込みが早いと強く感じる。マネジメントや経営に関する知識だってプレイヤ
ー時代に知っておけば、プレイヤーの仕事にも役立つ。つまり定年がある限り、学
習のリターンは年齢が上がるとともに落ちていく。



こうして学習のROIは年をとるとともにダイナミックに落ちていく。これが「今さら現
象」を生む。「この年になって今さら勉強できない」という気持ちである。そしてこれ
を「これまで長い間仕事をやってきたが、そんなことを学習しなくても特に困らなか
った」という経験が後押しする。こう考えてしまうと、この人はもう今の仕事以外でき
ない。そしてキャリアを卒業方式（今の仕事ができれば次のキャリアへ行ける）と勘
違いして学習せず、そのため入学できず（次のキャリアへ行けず）組織への不満を
持ってしまう。

「仕事に貢献した人ではなく、勉強した人が偉くなるのか」
「よく考えればわかるのに」と思う。貢献している人はその仕事を続けるべきであ

り、次の仕事は次の仕事の学習をした人がやるべきである。これは理念ではなく、
道理である。

個人から見れば「学習するテーマを決めたら１秒でも早く」である。
（ⅱ）教育のROI

この学習のROIを考えると、どうしても「教育するなら若者へ」となってしまう。つま
り年齢が上になるほど個人から見ればELよりもSLに頼らざるを得なくなる。

ただ組織全体の教育を考えると、即効性も考慮に入れるべきである。教育予算
に限度がある時「今すぐ効果が出る（効果期間が短くても）」と「将来に大きな効果
が出る（今も少し効果が出る）」を比較すれば、前者を対象とすべきものもある。つ
まり次の仕事の手前にいる人に次の仕事の教育をするというものである。この時、
後者はSLをベースとすべきである。



（３）人材育成担当
人材育成という仕事は従業員の学習をサポートする仕事なので、マネジメント総

務部論、マネジャーサービス論からマネジメントの一環である。つまりマネジャーが
プレイヤーにサービスすべき仕事である。しかしマネジャーが能力的、時間的にで
きない人材育成や、個々のマネジャーではなく１か所でやった方が効果的、効率
的な人材育成については、これを担当するマネジメントスタッフが必要である。そし
てこの人材育成という仕事についてその枠組みを考える「経営」という機能が必要
であり、ここに経営スタッフも求められる。

図示すると次のようになる。

（３）人材育成担当

人材育成
マネジメント

スタッフ

マネジャー

マネジャー

プレイヤー

プレイヤー

プレイヤー

プレイヤー

プレイヤー

プレイヤー

人材育成
経営スタッフ

教育サポート

学習サポート
＝教育

人材育成システム

・・・・・・

枠組



①人材育成の経営スタッフ
ここでの仕事は戦略ベクトル立案と資源の調達・配分である。

（ⅰ）戦略ベクトルの立案
人材育成戦略に関するフレームワーク作り（＝戦略ベクトルの立案）を担うもの

である。これについては上記したことの他に、キャリアシステム、人事評価システ
ムとの強いインタフェースを持つ。キャリアシステムは人材育成により“上がった能
力”で担う仕事のルールである。一方人事評価のCHECK&ACTIONによりアウトプ
ットされた能力向上テーマを実施するのが人材育成システムである。

このインタフェースは次の2つのフローで考える必要がある。
・PLANフロー

人材育成の原点は学習であり、計画の出発点は学習計画である。キャリアシス
テムにて計画される個々人のキャリアプランから、そのキャリアを担うためにどの
ような能力を上げていくかという長期学習計画を作る必要がある。この従業員個々
の長期学習計画を受け、組織としての長期人材育成計画を作成する。そして長期
学習計画、長期人材育成計画に基づき個々人が学習し、その結果を人事評価で
CHECK&ACTIONする。つまり、長期学習計画のローリング（結果に応じて計画を
変更する）が求められることになる。



長期学
習計画

長期学
習計画

長期学
習計画

長期人材
育成計画

組織教育

個人:

学習

個人:
学習

個人:
学習

人事評価

人事評価

人事評価

キャリアシステム 人材育成システム 人事評価システム

ローリング



・CHECK&ACTIONフロー
仕事を実施した後には必ず人事評価がなされる。この中には能力評価もあり（と

いうよりも中心である）、ここでCHECK&ACTIONされるベースは能力ランクである
。つまり従業員が次の能力ランクに上がるためにどうしたらよいかを上司とともに
考えるというものである。このアウトプットを人材育成で実施し、ランクアップを目
指す。

仕事
人事評価
システム

人材育成
能力ランク
（キャリア
システム）

実施 CHECK&ACTION 能力アップ



（ⅱ）資源の調達・配分
人材育成にはカネがかかる。教育するためのカネであり、学習支援するための

カネである。このカネについては以下のように考える。
（ａ）付加価値分配

組織として教育に必要なカネは付加価値分配がベースである。つまり教育費と
いう「費用」（今期の仕事に必要なカネ）ではなく、人材育成投資という「投資」（将
来のリターンためにカネを使う）でもなく、組織として生んだカネを「人材育成＝従
業員の能力を上げること」に「分配」するものである。これには2つのものがある。
内部保留の一部と給与の一部である。
（ｂ）内部留保の一部

会社として分配されたカネ（＝内部留保）のなかから人材育成（＝教育）のカネを
出すものである。そうなると内部留保の一定比率（内部留保は付加価値の一定比
率）というのが妥当であろう。このカネは全体から見るとそれほど大きなものではな
いので前期（本来は今期の予測値であろうが）の付加価値の一定比率を人材育成
予算とするというのがノーマルであろう。

ここでのカネはいわゆる出銭ベースであり、外部へ支払うカネである。だからそ
の教育、学習に必要な従業員のコストは考慮していない。それは次の給与という
形で分配することになる。



（ｃ）・給与の一部
給与として分配されるカネの中に人材育成（＝学習）のカネが入っていると考え

る。これには3つの側面がある。
１つは勤務時間内（給与対象）に行われる教育・学習である。つまり従業員から

見れば給与をもらって学習および教育（教わる）を受けることである。2つ目は従業
員が受け取った給与である。従業員が受け取った給与はどう使おうと自由である。
逆に言えばそれを学習に使う事も自由である。これがSLである。3つ目はこの給与
を学習に使ったリターンである。これが能力給である。つまり学習によって能力を
上げれば給与が上がるというものである。



②人材育成のマネジメントスタッフ
人材育成のマネジメントスタッフと経営スタッフは強い連携が必要である。したが

って他のマネジメントスタッフとは異なり同一チームでやることも（無論、別チーム
でも構わないが）可能である。

人材育成のマネジメントスタッフの担当業務は次の4つである。
・人材育成ニーズ

経営（戦略面でのニーズ）、現場およびマネジメント（人事評価など）から、組織と
しての人材育成ニーズをとらえ、人材育成メニューを計画する。
・教育のカネの配分、ヒトの配分

人材育成メニューのうち教育メニューの各アイテムに長期人材育成計画に基づ
いてカネ（出銭のみ）およびヒトを配分する。この配分は、本来は人材育成経営ス
タッフの仕事であるが、この権限委譲を受ける。つまりマネジメントスタッフが計画
して経営スタッフの了承を得る。

ヒトの配分、つまり教育の対象者選定については2つの方法を採る。1つは公募
制である。キャリアアップのための教育などは対象者を決め、受講希望者を募集
する。ただし応募者多数で予算オーバーの時は、マネジメントスタッフが受講者を
決定する。その決定方法は応募時に公開され、キャリアアップ予定者やそれに近
い人から優先（キャリアレベルが高い、人事評価が高いなど）するのが一般的であ
る。もう1つは指名制である。これは組織が要求する教育であり、個々人の学習ニ
ーズより組織としての教育ニーズが優先される。対象者は経営者、部門長、グル
ープ長の意見を聞いて指名していくことになろう。



・教育アイテムの設計
カネ、ヒトの配分を受け教育アイテム（具体的にどんな人材育成をするのか）の

詳細を決定する。
・ELバランス

上のカネの分配時に、あわせて教育（education）で溢れた従業員の学習（
learning）ニーズをどうやって満たしていくかを考える。具体的にはSLのe－ラーニ
ング、テキスト指定などの学習サポートをどうするかを決める。例えばe－ラーニン
グの費用を会社と個人で折半する・・・といったものである。これをEL（Education－
Learning）バランスと呼ぶ。

人材育成
ニーズ

長期人材育
成計画

教育
メニュー

ヒトの配分

教育
アイテムの設計

カネの配分 ELバランス

当期人材育成計画

経営スタッフ

計画 権限委譲



２．人材育成システムの設計

人材育成システムの設計では要素とメニューという2つのテーマを考える。

（１）人材育成ミックス
マネジメントの世界ではミックスという言葉をよく使う。ミックスとは「要素をうまく

組み合わせる」という意味である。
人材育成ミックスを3つの側面から考える。

①情報ミックス
人材育成は教育から見ると「情報の提供」であり、学習から見ると「情報の取得」

である。この人材育成情報にはさまざまなものがあるが、大きくナレッジ情報と経
験情報に分かれる。
（ⅰ）ナレッジ情報

ナレッジ情報とは知識（人類が持っている知恵を体系的に表現したもの）と文書
化、画像化できるノウハウ（仕事のやり方など）のことである。ナレッジ情報は過去
の先人たちのやってきた仕事の経験を体系化したものであり、誰でも時間さえあ
れば（その人の持つ学習能力によって習得までにかかる時間は違うが）習得でき
るものである。

２．人材育成シ
ステムの設計
（１）人材育成
ミックス



（ⅱ）経験情報
ナレッジ情報は机上で学習できるもの（つまりその仕事をしなくても得られる）だ

が、無論人材育成として提供すべき情報にはそれ以外のものがある。すなわち「
机上で学習できないもの」＝「実際に経験しないと得られない情報」である。しかし
この経験情報も体系化することで一部をナレッジ情報にすることができる。これが
ナレッジ化であり、こうしてできる情報をナレッジベースという。例えばその会社の
オペレーションが「モノを作る」であれば、作らなくても「それを見ること」で得られる
情報がある。「寿司の握り」なら実際に握らなくてもその握っている姿を見ることで
得られるものもある。「見る」だけの経験情報ならこれを動画にすればよい。スマホ
の進化で「動画にすること」、「動画を他の情報と重ね合わせること」は驚くほど短
時間、低コストでできる。組織ではなく個人の学習ではすでに行われている。例え
ば料理（料理しているシーンを動画にしてレシピと重ねる）、スポーツ（コツを動画
で表わす。ゴルフなど）、各種ゲーム（ゲームをコンピュータとやることで学ぶ。将
棋などではこの学習で中学生がプロに勝つようになった）などで顕著である。これ
によって経験なくして、経験情報なくしての学習を可能としている。そして仕事によ
っては「やる」よりも「見る」方が効果が大きいものもある。



②ツール・ミックス
上のナレッジ情報、経験情報は、次のような人材育成ツールとして表現される。

（ⅰ）テキスト
ナレッジ情報のうちの「知識」を中心に体系化してまとめたものであり、「教科書」

という表現がぴったりである。仕事の理論的バックボーンを学ぶには最適である。
生産分野でいえばIE＊、販売分野であればマーケティングといったものである。
（ⅱ）マニュアル

ナレッジ情報のうちのノウハウに関するものを文書化したものである。近年では
上記のように動画を組み合わせているものも多い。
（ⅲ）集合学習

学習者が1ヶ所に集まってテキスト、マニュアルなどのナレッジ情報をベースとし
て、講師が持つ経験情報と合わせて提供していくものである。ロールプレイングと
いう形で、受講者に実際に仕事をやらせてみて経験情報を習得することもある。さ
らにはテスト、ディスカッションなどを通してナレッジの習得のチェックも可能である
。従来はこれを研修と呼んでいたが、これを改良したものが後述するセミナーであ
る



（ⅳ）e－ラーニング
これは研修でやってきたことをWeb技術などのITを使って、受講者が1人で学習で

きるようにしたものである。その特徴は以下のものである。
・テキスト、マニュアルなどの情報は動画を含めてすべて表現できる。
・講師が不要（下記の添削以外）かつ学習者が集まる必要もないため、時間の同
期をとる必要がなく、自分の都合の良い時間に自分のスピードでできる。
・集合学習の項目のうち、ロールプレイングを除けばほとんどのことができる（ディ
スカッションもSNSスタイルで可能）。チェック機能もコンピュータによるテスト、レポ
ート添削（講師は必要であるが）で集合学習よりも個別度を高くしてサポートできる
。
・動画との親和性が高く、講師1人ではなくさまざまな人の経験情報を提供できる。
先ほどの将棋の例でわかるようにAI／IoTの進展、低コスト化により実際に経験を
するよりも有効な経験情報が提供できる。
・フリーウェア（無料のソフトウェア）としてのテンプレートソフト（コンテンツを入れて
いけば出来上がる。テスト機能、データのアップロード・ダウンロード機能、ディスカ
ッション機能、学習進捗確認機能などさまざまなものが付いている）、e－ラーニン
グ専用のレンタルサーバーの低価格化などにより、以前と比べ驚くほどの低コスト
でできる。弊社でもいくつかのことをe－ラーニング化したが、そのスムーズさには
驚かされる。



頭の堅い企業はe－ラーニングに不思議な抵抗感（理由はよくわからない。昔い
た「パソコンで仕事をやるのが嫌い」というベテランのような感じである）があるが、
「やれるのにやらない」（もちろんやれないものはやれない）理由を見つけるのは難
しい。

＊ Industrial Engineeringの略。いろいろな意味に使われるが、一般には生産に関するナレッジを体系化したものを言う。



③ジョブミックス
学習する人が勤務時間中かどうか、およびジョブとの関係で次の3つに分かれる

（ジョブとは指揮命令下で仕事を行っている時である）。この3つのミックスを設計し
ていく。

（ⅰ）OJL（On the Job Learning）
指揮命令下で仕事をやりながら学習していく（組織として教育していく）ものである

。以前はOJT（On the Job Training）と呼ばれていた。trainingという表現はワーキン
グ・イノベーションではそぐわないのでlearningと表現する。
（ⅱ）Off-JL（Off the Job Learning）

指揮命令されている仕事をある時間止めて、勤務時間内に学習（教育）するもの
である。OJLとOff-JLをあわせたものが400ページのELである。
（ⅲ）SL（Self‐Learning）

勤務時間外に自らの意志で学習（教育される）するもの。従来は自己啓発と呼ば
れていた。

勤務時間内

勤務時間外

OJL

Off-JL

SL

=

EL



（２）人材育成メニュー
組織として人材育成の項目を設計したものをメニューと呼ぶ。メニュー作成は人

材育成マネジメントスタッフの主力業務といってよい。
一般的には次のようなものがある。

①新人教育
ワーキング・イノベーションにおいてはメンバーシップ型採用が基本であり、担当

する仕事について何もできない状態で入社する。ここでは2つの教育が求められ
る。
（ⅰ）組織の一員となる

組織として働く上でのベーシックなコンテンツ（教育内容）について教育を行う。
主なコンテンツは次のようなものである。
・ビジネスルール＆マナー

仕事をやる上で守るべきことについてである。勤務ルール、ワーキングルール（
セキュリティ、安全衛生･･･）、組織分担（組織構造、各部門の役割･･･）といったも
のである。
・ビジネスの基本ナレッジ

会社の仕組（ガバナンスなど）、アカウンティング＆ファイナンス、マーケティング
、IEなどビジネスの理論的バックボーン、コンプライアンスなど。ビジネスの常識な
ので本来は学校で教えるもの（教えてもよいもの）といえる。

（２）人材育成メニュ
ー



上記の2つはe－ラーニングを中心として実施し、添削を入れて修了条件を明確
にする。つまりこれを修了していないと、現場で仕事をすることができない。学習能
力、既学習量（すでに学校で学んでいる者もいる）に明らかな違いがある時はそれ
ぞれでクラス編成をする。場合によってはe－ラーニングのSL（無論、組織として指
揮命令ではない）環境も用意し、採用内定後、入社前でも学習できるようにする。
（ⅱ）配属のための仕事情報の提供

この新人教育終了後、各部門（ここでは「現場」と表現する）へ配属となる。その
ために2つの情報提供が必要である。
（a）現場の各仕事の内容

これについてはかつて次の2つのスタイルが用いられていた。
１つは現場の代表（オペレーション部門代表、セールス部門代表、スタッフ部門

代表･･･）が講師となって研修方式で実施する。新人教育でこの研修スタイルを採
ると寝てしまうことが多い（学生時代の癖のようである）。だからといって「寝るな」と
言って無理矢理起こしても、受講者はその情報は受け付けない。これについては（
ⅰ）のe－ラーニングの中に入れ、各仕事を理解しているかを添削によってチェック
するとよい。

2つ目はその仕事を実際にやらせることである。つまり各部門（ラインとスタッフを
分けて、ラインだけ実施というスタイルも多い）の仕事を実際に担当することである
。各仕事とのマッチングを本人および各部門が確認できる点で有効であり、近年
多くの企業で実施している。



特に配属予定の多い部門（ラインのコア部門）の各仕事を対象とすることが有効と
いう声も多い。オペレーションがメインの会社であれば、現場の第一線のオペレーシ
ョン（流通なら店頭販売、メーカーなら工場ライン、サービス会社なら顧客サービス、
建設業なら工事など）を担当させ、「自社はどうやって顧客に価値を提供し、どうやっ
てカネが生まれるのか」を教えることを目的とするものである。ただ新人は「見ている
だけ」ということもあり、何を学習しているのかがわかりづらいという声も多い。

これについては動画提供のe－ラーニング（現場の仕事のシーンを撮影してe－ラ
ーニングに組み込む）でやれるものはこのスタイルにシフトしていくとよい。つまり次
の実際の現場教育の導入編としてe－ラーニングをやると効果的といえる。
（b）現場の仕事間の関係

組織としての仕事の流れ全体を学習するもので、各仕事の内容を理解してからの
方がGoodである。この部分は前述のガバナンス、アカウンティング＆ファイナンス、
マーケティングといったビジネスの基本ナレッジのe－ラーニングと組み合わせて、
新人教育の最終修了条件とするべきものである。

この新人教育は中途採用も含め実施する必要がある。この中途入社のハンディキ
ャップを取るためにもSLを含めたe－ラーニングをメインとすることが求められる。



②現場教育
新人教育を終了後、各現場にて教育を行う。現場教育で大切なことは、それがロ

ワーマネジャー（チームマネジャー）にとって「仕事」ということである。
マネジャーの仕事は前述のとおり4つある。ポジショニング、例外処理、人事評価

、人材育成である。
人事評価は能力評価が中心である。能力は今の状態を評価すること（CHECK）

よりも、どうやれば高まるか（ACTION）が大切である。このACTIONを受けて実際
にやるのが人材育成である。つまり人事評価は人材育成の前作業、もしくはその
付帯作業と言える。

例外処理はできるだけ減らしていく。例外処理はプレイヤーができない仕事を対
応することなので、人材育成によってこれを減らしていく。つまり例外処理は人材
育成の後作業であり、補充ともいえる。

ポジショニングはこれまで述べてきたように能力主義の実践である。つまりメンバ
ーの能力が上がる仕事をポジショニングしていく。業績でいえば短期的な業績より
も能力向上による長期的業績の向上を目指したい。つまりポジショニングは人材
育成の手段の1つであり、特に「経験情報」による能力向上を目指すものである。



こう考えるとマネジャーにとって人材育成（教育、特に現場教育）は最大のテーマ
であり、もっとも力を入れてやるべき仕事といえる。そして「人を教え、育てる」とい
うことが「良好な人間関係を生むこと」を知るべきである。人に教えてもらった恩は
一生忘れない。これが今のロワーマネジャーの最大の悩みと言える「プレイヤーと
の人間関係」を大きく改善していく。そのことをロワーマネジャーが理解した上で、
現場教育の骨組みを考える。

ここでは2つのステップがある。「仕事が1人でできるようになる」と「プロとして仕
事ができるようになる」である。前者を一人前、後者をトッププレイヤーと表現する
。すなわち一人前教育とトッププレイヤー教育である。



（ⅰ）一人前教育
情報ミックスで考えると2つの部分に分かれる。その仕事を「やらなくても学べる」

ナレッジ情報と「やらなくては学べない」経験情報である。これは仕事によってその
ウエイトが異なる。一般に体を動かすこと、人（顧客、メンバー）と接する仕事は経
験情報のウエイトが高く、オフィスで頭を使ってやる仕事はナレッジ情報のウエイト
が高い。

ナレッジ情報はOff-JLのe－ラーニングを原則とすべきだが、場合によってはマ
ニュアルのようなものを使ってOJLでもできる。

経験情報は当然OJLとなる。ここでは「一人前」ではないので教える人が必要で
ある。本来この教える人は例外処理なのでマネジャーが担うべき仕事だが、一人
前教育ではこれをプレイヤーに権限委譲する。この人はOJLサポーターという名前
がぴったりだと思う。つまりOJLはLearningという学習であり、これをサポートする人
という意味である。権限委譲されるOJLサポーターはOJL計画を本人とともに作り
、マネジャーの了承を得る。OJLサポーターはトッププレイヤーである必要はなく、
一人前プレイヤーでOJLを受けるプレイヤーと近い関係がよい。それが「先輩－後
輩」という関係を生み、この絆こそがかつての日本企業を支えてきたといえる。



OJLサポーターにはそれが仕事であり、自らへの給与分配の対象であることを
理解させて、そのサポート計画をOJLサポーターの目標管理に入れ、マネジャー
は他の仕事同様に人事評価を行う。それはチームへの貢献度評価（OJL対象者
はチームメンバーである。この一人前教育で明日のチーム業績に貢献する）と、能
力評価（教育する能力）である。教育する能力は、組織にとって大きな力であり、本
人にとってはキャリアプランを考える上で1つの要素といえる。OJLサポーターはチ
ームマネジャー、スペシャリストへのキャリアアップの登竜門であり、本人にとって
もそのためのOJL（仕事をやりながらのキャリア学習）である。これをよく本人にも
自覚させる。ロワーマネジャーはこのOJLサポーターというマネジメントツールをフ
ルに活用して、自らのチームメンバーの能力、そしてチームワークを高めていく。



（ⅱ）トッププレイヤー教育
ここでは2つのツールを用いる。1つはポジショニングとOJLであり、「能力を高め

るためにより難しい仕事（これをできるのがトッププレイヤー）のチャンスを与える」
というものである。そしてこの例外処理は原則としてロワーマネジャー自身が担う
が、マネジャーが担うことができないものについてはマネジメントスタッフのサポー
トを受けることになる。つまりOJLである。このマネジメントスタッフは仕事のPLAN
段階（スタートする前）のサポートを中心とし（そこで例外処理をできるだけなくし）、
DO段階ではメールや実対応（現場でもサポート）といった形でサポートする。そし
てロワーマネジャーはこの部分の仕事の能力評価（CHECK&ACTION）は、このマ
ネジメントスタッフのサポートを受ける。

もう1つはOff-JLである。多くの場合トッププレイヤーにはその仕事の理論的バッ
クボーンというナレッジ情報が必要である。技術者であれば技術理論であり、セー
ルスマンであればマーケティング理論といったものである。これについてはe－ラー
ニングを原則として、ここで修了認定（トッププレイヤーとしてのナレッジが身に付
いた）を受ける。したがってトッププレイヤーの能力ランクの条件にこのe－ラーニン
グの修了を入れる必要がある。専門技術のようにe－ラーニングが難しい時は（コ
スト的に、コンテンツ的に）、テキスト指定での論文審査や外部（大学、大学院）の
スポット教育の修了を条件としてもよい。



③キャリア学習
次のキャリアになるための人材育成であるが、特にマネジメントゾーンではこれ

が中心となる。つまりチームマネジャー、グループ長、部門長、経営者といったキャ
リアアップのための人材育成である。これは「次の仕事」なので、今の仕事での
OJLでは厳しいので、SLを中心としてOff-JLを併用する。

Off-JLのツールは集合学習であるが、研修ではなくセミナーというスタイルを採
る。研修は「その道のプロである講師が教える」という「教育」のイメージが強いが、
セミナーは「学習」に焦点を当てたものである。英語のセミナー（seminar）はドイツ
語ではゼミナール（大学でやっている“ゼミ”と同じ。ゼミは教授がテーマを与え学
生が自主的に学習し、論文をアウトプットとしてこの合否を判定する）であり、テー
マを与え自主的に学習し、その学習成果を認定するものである。

キャリア学習はこのセミナースタイルで行う。セミナーには4つの項目がある。１つ
は学習テーマを伝えることである。つまり次のキャリアになるためにどんなナレッジ
情報が必要かを伝えることである。

2つ目はその学習効率を高めることである。具体的にはｅ－ラーニングの提供、
ｅ－ラーニングにできない部分（市販本などは著作権法上難しい）についてはテキ
スト指定といったものである。ここでは、「目指すキャリア」と「学習すべきナレッジ」
を本人が結びつけるのが難しい場合は、やはり主宰者である講師によるレクチャ
ーを必要とする。つまり「なぜそれを学習するのか」「学習するとどうなるのか」を説
明する。



3つ目は経験情報の提供である。これは次のキャリアのため、実際に経験できな
いので、その仕事をシミュレーションするしかない。具体的にはケースワークが妥
当といえる。つまり次のキャリアの仕事のシーンを提供して、どう行動するかを考
えるものである。これをディスカッション形式で考えさせる。このディスカッションは
いわゆるディベートではない。つまり自らの意見の妥当性を主張するのではなく、
まわりの意見を聞いて自らの意見を出し、それを講師に評価してもらうことである。
すなわち次のキャリアの人事評価をシミュレーションすることである。

4つ目は能力向上のサポートである。「どの能力を上げるべきか」はその人が持
っている能力によってさまざまであるのでアドバイスが必要である。これにはポテ
ンシャル能力評価を使う。つまり次のキャリアに関する現状での能力を評価して、
講師が具体的にどうやってそれを向上させていくかをアドバイスするものである。



セミナーにはコースウェアと講師が必要である。コースウェアとは、セミナーでの
提供情報を体系化してカリキュラム（提供情報をスケジューリングしたもの）として
まとめて、セミナーを実施できるようにしたものである。初期の段階ではコースウェ
ア開発者が講師を担うことが求められる。セミナーのコースウェアは従来の研修の
ようにパッケージングされたものではないので、「開発」という仕事が必要となる。
多くの場合そのプロに委託した方が品質、コストパフォーマンスともに良いと思う。
それはキャリア学習のコースウェアは他社で使ったコースウェアの“部品”（使用ケ
ースなど）がかなり流用できるからである。セミナーの立ち上げ時はこのコースウェ
ア開発者が講師を担当し、そのセミナーでやったディスカッション結果などのアウト
プットによって、追加すべき提供情報（ケースなど）を考えてコースウェアをバージョ
ンアップしていく。コースウェアが安定したら、このセミナーでキャリアを得た社内の
人が講師となって行っていくようにするのがセオリーである。



④プロジェクト学習
これは戦略的なテーマに関する人材育成である。特定の戦略を遂行していく前

に、セミナースタイルを採りながら学習していくものである。
セミナーではナレッジ情報を講師から効率的に得て、他社のケースワークなどで

その戦略について考え、自社にこれを当てはめるという形でディスカッションしてい
く。そのうえでグループワーク、個人ワークなどでこの戦略遂行のための“計画づく
り”をシミュレーションする。このシミュレーション計画は戦略ベクトル立案者の経営
者とディスカッションさせ（発表会といった形で受講者にプレゼンテーションさせる）
、計画の方向性を決定する。

これがプロジェクト学習であり、実際の“計画づくり”はこのプロジェクト学習のメン
バーのうちの一部の人がやるものである。そして残った人はその戦略、それに基
づく計画が打ち出されたら、現場のリーダーとしてこの戦略、計画の意味を理解し
、プレイヤーに説明し実行していく。

近年私もよく担当するセミナーである。ここ数年で私が実際にやったものとしては
現場変革、人事制度変革、人材育成変革、女性活躍（4つとも本書ワーキング・イ
ノベーションのテーマである）、カスタマーマーケティング（競争型のマーケティング
から顧客中心のマーケティング戦略へ）、IoTなどの事業開発戦略、情報システム
変革といったものである。つまりそのテーマは変革（イノベーション）である。



⑤SL支援
組織の意思というよりも従業員自身が持つSLニーズに対して、組織がサポートし

ていくものである。従来の自己啓発支援にあたるもので、大きく2つに分かれる。
（ⅰ）公的資格などの受験

現在、ほとんどの仕事に公的資格（公的機関が実施しているもの）が設定されて
いる。この公的資格は2つに分かれる。1つはいわゆる特権資格であり、その資格
を持っていないと特定の仕事ができないものである。この「特定の仕事」を企業とし
て担うためにはこの資格を持っている人が必要となる。特権資格の取得は企業が
全面的にサポートする。つまりやれることは全部やる。受験のための学習費用の
負担、一定人数がいれば社内研修（これはセミナーではなく研修である）の実施、
受験費用の負担、さらには資格取得時の給与分配である。一般的には取得時の
一時金であるが、その公的資格が会社にとって大きな力となるのであれば、資格
手当として継続的に支給することも考える。

もう1つの公的資格はいわゆる能力認定資格である。ある仕事に関する能力が
一定レベル以上にあることを公的機関が認定するものである。この試験はその仕
事におけるナレッジ情報を持っているかをチェック（資格試験によっては論文、面
接などで経験情報を持っているかもチェックしている）ものであり、それによって各
人の能力向上の学習モチベーションを上げることが目的である。自分１人で自分
のためにやるSLの道案内としては有効なツールであり、組織としてサポートすべき
ものといえる。ただその資格認定内容が自社の仕事と必ずしも完全に一致してい
ない時もある。



それでも従業員ガバナンスでは何らかのSLサポートを行うべきである。公的資格
を得れば、その人の仕事へのモチベーション、プライドを上げ、組織への貢献も大
きいからである。

サポート方法はガイダンス研修（どのような資格で、どう学習するのが効率的な
のか）、受験学習のためのe－ラーニング費用などの一部負担、受験費用の負担
、合格者への一時金支給といったものが多くの企業で実施されている。「社内の仕
事によってはフィットした資格がないものがあり不公平」「辞めればその資格を本
人が持って行ける」といった声も多いが、そのSL学習の組織貢献度の高さで、そ
のカネを判断すべきである。やや色合いが異なる英語学習についてもTOEIC、
TOEFLなどの受験はSLサポートの対象である。
（ⅱ）特定能力の個人学習

自らの能力の弱みを補強したり、強みをさらに強くするために、従業員が行うSL
を組織がサポートするものである。これについては教育ニーズが高く（つまり組織
全体として高めたい能力）、かつ組織貢献度が高いと考えられるものについてはカ
ネによるサポートを行うことも考える。テーマとしてはITリテラシー、数字活用力（統
計手法による予測など）、ロジカルシンキング（情報整理、情報表現のスピードを
上げる）などがその代表である。これらのものについては組織がe－ラーニング（外
部にすでにある）を準備して自由に学習させたり、自己負担での応募型として修了
者へ受講料の費用負担といったものがノーマルな方法だと思う。



エピローグ



このエピローグを書いているのは2017年9月である。安倍首相が「解散を決断」と
報道されている。そのため国会は中断し、働き方改革の労働法案はどうなるのかよ
くわからない。ただ本書に書いてある「企業への働き方改革の要請」は今後強まる
ことがあっても、弱まることはない。

私は2017年に入ってからも、引き続き何社かを対象に「働き方改革に関するセミ
ナー」を実施してきた。そこで最初に労働法についてレクチャーすると受講者は一
様に驚く。「本当にこんなことを政府が求めているのか」「自分たちのやってきたこと
は犯罪だったのか」･･･

そして“現場で働く人”は自らの働く場を見つめ「今がチャンス」ととらえる。
「政府の枠組みは守らなければならない」
「今こそ現場を変革できる」
そしてやっと言いたかった一言を経営者へ訴える。
「業績を落としてでも、顧客の注文を断ってでも、我々が働く現場を守ってほしい」
彼らのこの声に経営者は耳を傾けてほしい。会社は株主のために利益を出す場

ではなく、学校を出た若者たちが一生を捧げて働く場である。人事部や働き方改革
チームなどの現場の仕事に携わっていないスタッフに丸投げせず、経営者自身の
目で現場を見て、経営者が現場の人と一緒になってそのあり方を考えてほしい。



彼らに明るさを取り戻してほしい。
彼らが能力を発揮できる現場へと変革してほしい。
そして彼らに自社で働くプライドを持たせてほしい。
これが本書の願いである。
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